
JP 4948594 B2 2012.6.6

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接近報知対象の機器の識別情報を記憶する受信待受け設定情報記憶部と、
　前記機器の識別情報の受信待受けを行う近距離無線通信部と、
　前記近距離無線通信部により前記機器の識別情報を含む識別信号を受信した場合に、前
記機器の接近を報知する接近報知部と、
　前記近距離無線通信部を制御し、前記機器からの前記識別信号を間欠的に受信待受けさ
せる近距離無線制御部と、を有し、
　前記受信待受け設定情報記憶部は、前記機器の通信同期情報をさらに記憶し、
　前記通信同期情報は、前記機器の識別信号の送信タイミングを特定するための送信タイ
ミング情報を含み、
　前記近距離無線制御部は、前記近距離無線通信部を制御して、前記送信タイミング情報
に基づいて、前記機器からの前記識別信号の送信タイミングとの同期を確保しながら前記
識別信号を間欠的に受信待受けさせる、
　ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項２】
　請求項１記載の携帯端末装置であって、
　前記機器の前記通信同期情報を通信網を経由した通信を用いて受信する通信部を、さら
に有することを特徴とする携帯端末装置。
【請求項３】
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　請求項２記載の携帯端末装置であって、
　前記近距離無線通信部は、前記携帯端末装置の識別情報を間欠的に送信し、
　前記近距離無線制御部は、前記通信部により前記機器の前記通信同期情報を受信した場
合において、前記機器の識別信号の送信タイミングが、前記携帯端末装置の識別信号の送
信タイミングと重なるときは、前記携帯端末装置の識別信号の送信タイミングを、前記機
器の識別信号の送信タイミングと重ならないように変更する、ことを特徴とする携帯端末
装置。
【請求項４】
　請求項１記載の携帯端末装置であって、
　通信基地局、通信網上のサーバまたはＳＰＳ（サテライト・ポジショニング・システム
）衛星から、時刻情報を取得する時刻情報取得部を、さらに有し、
　前記近距離無線制御部は、前記近距離無線通信部を制御して、前記時刻情報取得部にて
取得した前記時刻情報を参照して、前記機器からの前記識別信号の送信タイミングとの同
期を確保しながら前記識別信号を間欠的に受信待受けさせる、
　ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項５】
　請求項１記載の携帯端末装置であって、
　前記通信同期情報は、前記機器の識別信号の送信周波数情報または送信チャネル情報を
さらに含み、
　前記近距離無線制御部は、前記近距離無線通信部を制御して、前記送信タイミング情報
が示す前記送信タイミングにおいて、前記送信周波数情報が示す周波数または前記送信チ
ャネル情報が示すチャネルによって、前記機器の識別信号を受信待受けさせる、
　ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項６】
　請求項５記載の携帯端末装置であって、
　前記近距離無線通信部は、前記携帯端末装置の識別情報を予め選択した周波数またはチ
ャネルにおいて間欠的に送信し、
　前記近距離無線制御部は、前記通信部により前記機器の前記通信同期情報を受信した場
合において、前記機器の識別信号の送信タイミング及び周波数若しくはチャネルが、前記
携帯端末装置の識別信号の送信タイミング及び周波数若しくはチャネルと重なるときは、
前記携帯端末装置の識別信号の送信タイミングまたは周波数若しくはチャネルを、前記機
器の識別信号の送信タイミング及び周波数若しくはチャネルと重ならないように変更する
、ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれかの請求項記載の携帯端末装置であって、
　前記接近報知手段は、前記機器から送信される前記識別信号の各々毎に、異なる態様の
報知を実行することを特徴とする携帯端末装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項６のいずれかの請求項記載の携帯端末装置であって、
　前記接近報知手段は、前記機器から送信される前記識別信号の受信信号強度に対応させ
て、報知態様に変化を与えることを特徴とする携帯端末装置。
【請求項９】
　接近報知対象の機器の識別情報を記憶する受信待受け設定情報記憶部と、
　前記機器の識別情報の受信待受け、または自装置とペアリングされた子機との通信を行
う近距離無線通信部と、
　前記近距離無線通信部により前記機器の識別情報を含む識別信号を受信した場合に、前
記機器の接近を報知する接近報知部と、
　自装置の機能を制御する携帯端末制御部と、
　前記近距離無線通信部を制御し、前記機器からの前記識別信号を間欠的に受信待受けさ
せ、または前記子機との通信を間欠的に行わせる近距離無線制御部と、を有し、
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　前記近距離無線制御部は、前記機器の識別情報の受信待受けを行う場合には、前記近距
離無線通信部を制御して、前記子機との通信を停止させる、
　ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１０】
　ペアリングされた第１の子機との通信の結果に基づいて、機能を制御する携帯端末装置
であって、
　接近報知対象の機器の識別情報を記憶する受信待受け設定情報記憶部と、
　前記機器の識別情報の受信待受けおよび前記第１の子機との通信を行う近距離無線通信
部と、
　前記近距離無線通信部により前記機器の識別情報を含む識別信号を受信した場合に、前
記機器の接近を報知する接近報知部と、
　前記第１の子機との前記近距離無線通信部による通信の結果に基づいて、前記携帯端末
装置の機能を制御する携帯端末制御部と、
　前記近距離無線通信部を制御し、前記機器からの前記識別信号を間欠的に受信待受けさ
せるとともに前記第１の子機との通信を間欠的に行わせる近距離無線制御部と、を有し、
　前記受信待受け設定情報記憶部は、前記機器または前記機器とペアリングされた第２の
子機の通信同期情報をさらに記憶し、
　前記機器または前記第２の子機の前記通信同期情報は、前記機器または前記第２の子機
の識別信号の送信タイミングを特定するための送信タイミング情報を含み、
　前記近距離無線制御部は、前記近距離無線通信部を制御して、前記送信タイミング情報
に基づいて、前記機器からの前記識別信号の送信タイミングとの同期を確保しながら前記
識別信号を間欠的に受信待受けさせる、
　ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１１】
　請求項１０記載の携帯端末装置であって、
　前記機器または前記第２の子機の前記通信同期情報を通信網を経由した通信を用いて受
信する通信部を、さらに有することを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１２】
　請求項１１記載の携帯端末装置であって、
　前記近距離無線制御部は、前記通信部により前記機器または前記第２の子機の前記通信
同期情報を受信した場合において、前記機器または前記第２の子機の識別信号の送信タイ
ミングが、前記携帯端末装置または前記第１の子機の識別信号の送信タイミングと重なる
ときは、前記携帯端末装置および前記第１の子機の識別信号の送信タイミングを、前記機
器または前記第２の子機の識別信号の送信タイミングと重ならないように変更する、こと
を特徴とする携帯端末装置。
【請求項１３】
　請求項１０記載の携帯端末装置であって、
　通信基地局、通信網上のサーバまたはＳＰＳ（サテライト・ポジショニング・システム
）衛星から、時刻情報を取得する時刻情報取得部を、さらに有し、
　前記近距離無線制御部は、前記近距離無線通信部を制御して、前記時刻情報取得部にて
取得した前記時刻情報を参照して、前記機器からの前記識別信号の送信タイミングとの同
期を確保しながら前記識別信号を間欠的に受信待受けさせる、
　ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１４】
　請求項１０記載の携帯端末装置であって、
　前記通信同期情報は、前記機器または前記第２の子機の識別信号の送信周波数情報また
は送信チャネル情報をさらに含み、
　前記近距離無線制御部は、前記近距離無線通信部を制御して、前記送信タイミング情報
が示す前記送信タイミングにおいて、前記送信周波数情報が示す周波数または前記送信チ
ャネル情報が示すチャネルによって、前記機器の識別信号を受信待受けさせる、
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　ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１５】
　請求項１４記載の携帯端末装置であって、
　前記近距離無線通信部は、前記携帯端末装置の識別情報を予め選択した周波数またはチ
ャネルにおいて間欠的に送信し、
　前記近距離無線制御部は、前記通信部により前記機器または前記第２の子機の前記通信
同期情報を受信した場合において、前記機器または前記第２の子機の識別信号の送信タイ
ミング及び周波数若しくはチャネルが、前記携帯端末装置または前記第１の子機の識別信
号の送信タイミング及び周波数若しくはチャネルと重なるときは、前記携帯端末装置およ
び前記第１の子機の識別信号の送信タイミングまたは周波数若しくはチャネルを、前記機
器または前記第２の子機の識別信号の送信タイミング及び周波数若しくはチャネルと重な
らないように変更する、ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１６】
　請求項１０乃至請求項１５のいずれかの請求項記載の携帯端末装置であって、
　前記接近報知手段は、前記機器から送信される前記識別信号の各々毎に、異なる態様の
報知を実行することを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１７】
　請求項１０乃至請求項１５のいずれかの請求項記載の携帯端末装置であって、
　前記接近報知手段は、前記機器から送信される前記識別信号の受信信号強度に対応させ
て、報知態様に変化を与えることを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１８】
　携帯端末装置と、前記携帯端末装置とペアリングされた第１の子機と、を備え、前記携
帯端末装置と前記第１の子機との通信の結果に基づいて、前記携帯端末装置の機能を制御
する携帯端末システムであって、
　前記携帯端末装置が、
　接近報知対象の機器の識別情報を記憶する受信待受け設定情報記憶部と、
　前記機器の識別情報の受信待受けおよび前記第１の子機との通信を行う近距離無線通信
部と、
　前記近距離無線通信部により前記機器の識別情報を含む識別信号を受信した場合に、前
記機器の接近を報知する接近報知部と、
　前記第１の子機との前記近距離無線通信部による通信の結果に基づいて、前記携帯端末
装置の機能を制御する携帯端末制御部と、
　前記近距離無線通信部を制御し、前記機器からの前記識別信号を間欠的に受信待受けさ
せるとともに前記第１の子機との通信を間欠的に行わせる近距離無線制御部と、を有し、
　前記受信待受け設定情報記憶部は、前記機器または前記機器とペアリングされた第２の
子機の通信同期情報をさらに記憶し、
　前記機器または第２の子機の前記通信同期情報は、前記機器または第２の子機の識別信
号の送信タイミングを特定するための送信タイミング情報を含み、
　前記近距離無線制御部は、前記近距離無線通信部を制御して、前記送信タイミング情報
に基づいて、前記機器からの前記識別信号の送信タイミングとの同期を確保しながら前記
識別信号を間欠的に受信待受けさせる、
　ことを特徴とする携帯端末システム。
【請求項１９】
　請求項１８記載の携帯端末システムであって、
　前記携帯端末装置が、
　前記機器または前記第２の子機の前記通信同期情報を通信網を経由した通信を用いて受
信する通信部を、さらに有する
　ことを特徴とする携帯端末システム。
【請求項２０】
　請求項１９記載の携帯端末システムであって、
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　前記携帯端末装置が、
　前記近距離無線制御部は、前記通信部により前記機器または前記第２の子機の前記通信
同期情報を受信した場合において、前記機器または前記第２の子機の識別信号の送信タイ
ミングが、前記携帯端末装置または前記第１の子機の識別信号の送信タイミングと重なる
ときは、前記携帯端末装置および前記第１の子機の識別信号の送信タイミングを、前記機
器または前記第２の子機の識別信号の送信タイミングと重ならないように変更する、
　ことを特徴とする携帯端末システム。
【請求項２１】
　請求項１８記載の携帯端末システムであって、
　前記携帯端末装置が、
　通信基地局、通信網上のサーバまたはＳＰＳ（サテライト・ポジショニング・システム
）衛星から、時刻情報を取得する時刻情報取得部を、さらに有し、
　前記近距離無線制御部は、前記近距離無線通信部を制御して、前記時刻情報取得部にて
取得した前記時刻情報を参照して、前記機器からの前記識別信号の送信タイミングとの同
期を確保しながら前記識別信号を間欠的に受信待受けさせる、
　ことを特徴とする携帯端末システム。
【請求項２２】
　請求項１８記載の携帯端末システムであって、
　前記通信同期情報は、前記機器または前記第２の子機の識別信号の送信周波数情報また
は送信チャネル情報をさらに含み、
　前記近距離無線制御部は、前記近距離無線通信部を制御して、前記送信タイミング情報
が示す前記送信タイミングにおいて、前記送信周波数情報が示す周波数または前記送信チ
ャネル情報が示すチャネルによって、前記機器の識別信号を受信待受けさせる、
　ことを特徴とする携帯端末システム。
【請求項２３】
　請求項２２記載の携帯端末システムであって、
　前記近距離無線通信部は、前記携帯端末装置の識別情報を予め選択した周波数またはチ
ャネルにおいて間欠的に送信し、
　前記近距離無線制御部は、前記通信部により前記機器または前記第２の子機の前記通信
同期情報を受信した場合において、前記機器または前記第２の子機の識別信号の送信タイ
ミング及び周波数若しくはチャネルが、前記携帯端末装置または前記第１の子機の識別信
号の送信タイミング及び周波数若しくはチャネルと重なるときは、前記携帯端末装置およ
び前記第１の子機の識別信号の送信タイミングまたは周波数若しくはチャネルを、前記機
器または前記第２の子機の識別信号の送信タイミング及び周波数若しくはチャネルと重な
らないように変更する、
　ことを特徴とする携帯端末システム。
【請求項２４】
　請求項１８乃至請求項２３のいずれかの請求項記載の携帯端末システムであって、
　前記接近報知手段は、前記機器から送信される前記識別信号の各々毎に、異なる態様の
報知を実行する、
　ことを特徴とする携帯端末システム。
【請求項２５】
　請求項１８乃至請求項２３のいずれかの請求項記載の携帯端末システムであって、
　前記接近報知手段は、前記機器から送信される前記識別信号の受信信号強度に対応させ
て、報知態様に変化を与える、
　ことを特徴とする携帯端末システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、接近報知機能を有する携帯端末装置（携帯電話端末、ＰＤＡ端末、持ち運び
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可能なコンピュータ端末を含む）、および携帯端末システム（携帯端末装置と、この携帯
端末装置にペアリングされた子機とによって構成される携帯端末システム）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話機の置き忘れ、盗難等に起因する携帯電話機の無断使用や不正使用を防
止する技術として、携帯電話機の所有者が自機から所定距離だけ離れると、携帯電話機を
使用制限状態に移行させると共に、所有者に置き忘れを報知する技術が提案されている（
特許文献１参照）。
【０００３】
　この特許文献１では、所有者が識別信号送信ユニットを常時携帯する。一方、携帯電話
機には使用制限解除ユニットを一体的に設けておく。識別信号送信ユニットは、無線通信
によって識別コード信号を常時、発信し、使用制限解除ユニットはその識別コード信号を
受信できれば携帯電話機の使用制限を解除する。両ユニットが一定距離だけ離れることに
よって識別コード信号が受信できなくなると、使用制限解除ユニットは使用制限の解除を
停止し、これによって、携帯電話機は使用制限状態となる。また、識別信号送信ユニット
は、警告を発して所有者に注意を促す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－８８４９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来技術は、携帯電話機の無断使用や不正使用を防止するという安全上の効果を発揮す
るに止まる。したがって、従来技術は、ユーザの楽しみを増やしたり、人と人の結びつき
を強めたりするような効果は奏しない。すなわち、その効果が安全面に限定され、それ以
外の用途には使用できない。
【０００６】
　また、従来技術では、識別信号送信ユニットが常時、識別コード信号を発信し、携帯電
話機に付属する使用制限解除ユニットは、その識別コード信号を常時、受信しているため
、消費電力が大きく、電池の寿命が短くなる。
【０００７】
　本発明は、このような考察に基づいてなされたものであり、その目的は、従来にない斬
新な効果を得ること、ならびに、省電力化も達成することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る携帯端末装置は、接近報知対象の機器の識別情報を記憶する受信待受け設
定情報記憶部と、前記機器の識別情報の受信待受けを行う近距離無線通信部と、前記近距
離無線通信部により前記機器の識別情報を含む識別信号を受信した場合に、前記機器の接
近を報知する接近報知部と、を有することを特徴とする。
　上記構成によれば、接近報知対象の機器の接近を把握できる。
【０００９】
　本発明に係る携帯端末装置は、前記近距離無線通信部を制御し、前記機器からの前記識
別信号を間欠的に受信待受けさせる近距離無線制御部を、さらに有し、前記受信待受け設
定情報記憶部は、前記機器の通信同期情報をさらに記憶し、前記通信同期情報は、前記機
器の識別信号の送信タイミングを特定するための送信タイミング情報を含み、前記近距離
無線制御部は、前記近距離無線通信部を制御して、前記送信タイミング情報に基づいて、
前記機器からの前記識別信号の送信タイミングとの同期を確保しながら前記識別信号を間
欠的に受信待受けさせる、ことを特徴とする。
　上記構成によれば、識別信号の待ち受けを間欠的に行なうため、常時待ち受けする場合
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に比べて省電力化を実現できる。
【００１０】
　本発明に係る携帯端末装置は、前記機器の前記通信同期情報を通信網を経由した通信を
用いて受信する通信部を、さらに有することを特徴とする。
　上記構成によれば、識別信号の待ち受けを間欠的に行なうため、常時待ち受けする場合
に比べて省電力化を実現できる。
【００１１】
　本発明に係る携帯端末装置は、前記近距離無線通信部は、前記携帯端末装置の識別情報
を間欠的に送信し、前記近距離無線制御部は、前記通信部により前記機器の前記通信同期
情報を受信した場合において、前記機器の識別信号の送信タイミングが、前記携帯端末装
置の識別信号の送信タイミングと重なるときは、前記携帯端末装置の識別信号の送信タイ
ミングを、前記機器の識別信号の送信タイミングと重ならないように変更する、ことを特
徴とする。
　上記構成によれば、識別信号の待ち受けを間欠的に行なうため、常時待ち受けする場合
に比べて省電力化を実現できる。
【００１２】
　本発明に係る携帯端末装置は、通信基地局、通信網上のサーバまたはＳＰＳ（サテライ
ト・ポジショニング・システム）衛星から、時刻情報を取得する時刻情報取得部を、さら
に有し、前記近距離無線制御部は、前記近距離無線通信部を制御して、前記時刻情報取得
部にて取得した前記時刻情報を参照して、前記機器からの前記識別信号の送信タイミング
との同期を確保しながら前記識別信号を間欠的に受信待受けさせる、ことを特徴とする。
　上記構成によれば、通信基地局等から取得した時刻時報を用いることにより、正確に同
期をとることができ、一層省電力化できる。
【００１３】
　本発明に係る携帯端末装置は、前記通信同期情報は、前記機器の識別信号の送信周波数
情報または送信チャネル情報をさらに含み、前記近距離無線制御部は、前記近距離無線通
信部を制御して、前記送信タイミング情報が示す前記送信タイミングにおいて、前記送信
周波数情報が示す周波数または前記送信チャネル情報が示すチャネルによって、前記機器
の識別信号を受信待受けさせる、ことを特徴とする。
　上記構成によれば、周波数またはチャネルを合わせて識別信号を受信できるため、周波
数またはチャネルを有効利用できる。
【００１４】
　本発明に係る携帯端末装置は、前記近距離無線通信部は、前記携帯端末装置の識別情報
を予め選択した周波数またはチャネルにおいて間欠的に送信し、前記近距離無線制御部は
、前記通信部により前記機器の前記通信同期情報を受信した場合において、前記機器の識
別信号の送信タイミング及び周波数若しくはチャネルが、前記携帯端末装置の識別信号の
送信タイミング及び周波数若しくはチャネルと重なるときは、前記携帯端末装置の識別信
号の送信タイミングまたは周波数若しくはチャネルを、前記機器の識別信号の送信タイミ
ング及び周波数若しくはチャネルと重ならないように変更する、ことを特徴とする。
　上記構成によれば、周波数またはチャネルを合わせて識別信号を受信できるため、周波
数またはチャネルを有効利用できる。
【００１５】
　本発明に係る携帯端末装置は、前記機器の前記識別情報を通信網を経由した通信を用い
て受信する通信部を、さらに有することを特徴とする。
　上記構成によれば、接近報知対象の機器の識別情報を外部から取得できる。
【００１６】
　本発明に係る携帯端末装置は、前記接近報知手段は、前記機器から送信される前記識別
信号の各々毎に、異なる態様の報知を実行することを特徴とする。
　上記構成によれば、いずれの機器が接近しているかを把握できる。
【００１７】
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　本発明に係る携帯端末装置は、前記接近報知手段は、前記機器から送信される前記識別
信号の受信信号強度に対応させて、報知態様に変化を与えることを特徴とする。
　上記構成によれば、接近報知対象の機器がどの程度接近しているかを把握できる。
【００１８】
　本発明に係る携帯端末装置は、前記携帯端末装置の機能を制御する携帯端末制御部を、
さらに有し、前記近距離無線通信部は、前記携帯端末装置とペアリングされた子機との通
信をさらに行い、前記携帯端末制御部は、前記子機との通信に基づいた認証によって、前
記携帯端末装置の機能を制御する、ことを特徴とする。
　上記構成によれば、子機との認証結果に応じて機能を制御できる。
【００１９】
　本発明に係る携帯端末装置は、前記携帯端末装置の機能を制御する携帯端末制御部と、
前記近距離無線通信部を制御し、前記機器からの前記識別信号を間欠的に受信待受けさせ
、または前記携帯端末装置とペアリングされた子機との通信を間欠的に行わせる近距離無
線制御部を、さらに有し、前記近距離無線通信部は、前記機器の識別情報の受信待受けを
行い、または前記子機との通信を行い、前記近距離無線制御部は、前記機器の識別情報の
受信待受けを行う場合には、前記近距離無線通信部を制御して、前記子機との通信を停止
させる、ことを特徴とする。
　上記構成によれば、識別信号の受信と子機との通信とが競合した場合に、識別信号の受
信を優先させることができる。
【００２０】
　本発明に係る携帯端末装置は、ペアリングされた第１の子機との通信の結果に基づいて
、機能を制御する携帯端末装置であって、接近報知対象の機器の識別情報を記憶する受信
待受け設定情報記憶部と、前記機器の識別情報の受信待受けおよび前記第１の子機との通
信を行う近距離無線通信部と、前記近距離無線通信部により前記機器の識別情報を含む識
別信号を受信した場合に、前記機器の接近を報知する接近報知部と、前記第１の子機との
前記近距離無線通信部による通信の結果に基づいて、前記携帯端末装置の機能を制御する
携帯端末制御部と、を有する、ことを特徴とする。
　上記構成によれば、接近報知対象の機器の接近を把握できる。
【００２１】
　本発明に係る携帯端末装置は、前記近距離無線通信部を制御し、前記機器からの前記識
別信号を間欠的に受信待受けさせるとともに前記第１の子機との通信を間欠的に行わせる
近距離無線制御部を、さらに有し、前記受信待受け設定情報記憶部は、前記機器または前
記機器とペアリングされた第２の子機の通信同期情報をさらに記憶し、前記機器または前
記第２の子機の前記通信同期情報は、前記機器または前記第２の子機の識別信号の送信タ
イミングを特定するための送信タイミング情報を含み、前記近距離無線制御部は、前記近
距離無線通信部を制御して、前記送信タイミング情報に基づいて、前記機器からの前記識
別信号の送信タイミングとの同期を確保しながら前記識別信号を間欠的に受信待受けさせ
る、ことを特徴とする。
　上記構成によれば、識別信号の待ち受けを間欠的に行なうため、常時待受けする場合に
比べて省電力化を実現できる。
【００２２】
　本発明に係る携帯端末装置は、前記機器または前記第２の子機の前記通信同期情報を通
信網を経由した通信を用いて受信する通信部を、さらに有することを特徴とする。
　上記構成によれば、識別信号の待ち受けを間欠的に行なうため、常時待受けする場合に
比べて省電力化を実現できる。
【００２３】
　本発明に係る携帯端末装置は、前記近距離無線制御部は、前記通信部により前記機器ま
たは前記第２の子機の前記通信同期情報を受信した場合において、前記機器または前記第
２の子機の識別信号の送信タイミングが、前記携帯端末装置または前記第１の子機の識別
信号の送信タイミングと重なるときは、前記携帯端末装置および前記第１の子機の識別信
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号の送信タイミングを、前記機器または前記第２の子機の識別信号の送信タイミングと重
ならないように変更する、ことを特徴とする。
　上記構成によれば、識別信号の待ち受けを間欠的に行なうため、常時待受けする場合に
比べて省電力化を実現できる。
【００２４】
　本発明に係る携帯端末装置は、通信基地局、通信網上のサーバまたはＳＰＳ（サテライ
ト・ポジショニング・システム）衛星から、時刻情報を取得する時刻情報取得部を、さら
に有し、前記近距離無線制御部は、前記近距離無線通信部を制御して、前記時刻情報取得
部にて取得した前記時刻情報を参照して、前記機器からの前記識別信号の送信タイミング
との同期を確保しながら前記識別信号を間欠的に受信待受けさせる、ことを特徴とする。
　上記構成によれば、通信基地局等から取得した時刻時報を用いることにより、正確に同
期をとることができ、一層省電力化できる。
【００２５】
　本発明に係る携帯端末装置は、前記通信同期情報は、前記機器または前記第２の子機の
識別信号の送信周波数情報または送信チャネル情報をさらに含み、前記近距離無線制御部
は、前記近距離無線通信部を制御して、前記送信タイミング情報が示す前記送信タイミン
グにおいて、前記送信周波数情報が示す周波数または前記送信チャネル情報が示すチャネ
ルによって、前記機器の識別信号を受信待受けさせる、ことを特徴とする。
　上記構成によれば、周波数またはチャネルを合わせて識別信号を受信できるため、周波
数またはチャネルを有効利用できる。
【００２６】
　本発明に係る携帯端末装置は、前記近距離無線通信部は、前記携帯端末装置の識別情報
を予め選択した周波数またはチャネルにおいて間欠的に送信し、前記近距離無線制御部は
、前記通信部により前記機器または前記第２の子機の前記通信同期情報を受信した場合に
おいて、前記機器または前記第２の子機の識別信号の送信タイミング及び周波数若しくは
チャネルが、前記携帯端末装置または前記第１の子機の識別信号の送信タイミング及び周
波数若しくはチャネルと重なるときは、前記携帯端末装置および前記第１の子機の識別信
号の送信タイミングまたは周波数若しくはチャネルを、前記機器または前記第２の子機の
識別信号の送信タイミング及び周波数若しくはチャネルと重ならないように変更する、こ
とを特徴とする。
　上記構成によれば、周波数またはチャネルを合わせて識別信号を受信できるため、周波
数またはチャネルを有効利用できる。
【００２７】
　本発明に係る携帯端末装置は、前記機器の前記識別情報を通信網を経由した通信を用い
て受信する通信部を、さらに有することを特徴とする。
　上記構成によれば、接近報知対象の機器の識別情報を外部から取得できる。
【００２８】
　本発明に係る携帯端末装置は、前記接近報知手段は、前記機器から送信される前記識別
信号の各々毎に、異なる態様の報知を実行することを特徴とする。
　上記構成によれば、いずれの機器が接近しているかを把握できる。
【００２９】
　本発明に係る携帯端末装置は、前記接近報知手段は、前記機器から送信される前記識別
信号の受信信号強度に対応させて、報知態様に変化を与えることを特徴とする。
　上記構成によれば、接近報知対象の機器がどの程度接近しているかを把握できる。
【００３０】
　本発明に係る携帯端末システムは、携帯端末装置と、前記携帯端末装置とペアリングさ
れた第１の子機と、を備え、前記携帯端末装置と前記第１の子機との通信の結果に基づい
て、前記携帯端末装置の機能を制御する携帯端末システムであって、前記携帯端末装置が
、接近報知対象の機器の識別情報を記憶する受信待受け設定情報記憶部と、前記機器の識
別情報の受信待受けおよび前記第１の子機との通信を行う近距離無線通信部と、前記近距
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離無線通信部により前記機器の識別情報を含む識別信号を受信した場合に、前記機器の接
近を報知する接近報知部と、前記第１の子機との前記近距離無線通信部による通信の結果
に基づいて、前記携帯端末装置の機能を制御する携帯端末制御部と、を有することを特徴
とする。
　上記構成によれば、第１の子機との認証結果に応じて、携帯端末装置の機能を制御でき
る。
【００３１】
　本発明に係る携帯端末システムは、前記携帯端末装置が、前記近距離無線通信部を制御
し、前記機器からの前記識別信号を間欠的に受信待受けさせるとともに前記第１の子機と
の通信を間欠的に行わせる近距離無線制御部を、さらに有し、前記受信待受け設定情報記
憶部は、前記機器または前記機器とペアリングされた第２の子機の通信同期情報をさらに
記憶し、前記機器または第２の子機の前記通信同期情報は、前記機器または第２の子機の
識別信号の送信タイミングを特定するための送信タイミング情報を含み、前記近距離無線
制御部は、前記近距離無線通信部を制御して、前記送信タイミング情報に基づいて、前記
機器からの前記識別信号の送信タイミングとの同期を確保しながら前記識別信号を間欠的
に受信待受けさせる、ことを特徴とする。
　上記構成によれば、携帯端末装置は、識別信号の待ち受けを間欠的に行なうため、常時
待ち受けする場合に比べて省電力化を実現できる。
【００３２】
　本発明に係る携帯端末システムは、前記携帯端末装置が、前記機器または前記第２の子
機の前記通信同期情報を通信網を経由した通信を用いて受信する通信部を、さらに有する
ことを特徴とする。
　上記構成によれば、携帯端末装置は、識別信号の待ち受けを間欠的に行なうため、常時
待ち受けする場合に比べて省電力化を実現できる。
【００３３】
　本発明に係る携帯端末システムは、前記携帯端末装置が、前記近距離無線制御部は、前
記通信部により前記機器または前記第２の子機の前記通信同期情報を受信した場合におい
て、前記機器または前記第２の子機の識別信号の送信タイミングが、前記携帯端末装置ま
たは前記第１の子機の識別信号の送信タイミングと重なるときは、前記携帯端末装置およ
び前記第１の子機の識別信号の送信タイミングを、前記機器または前記第２の子機の識別
信号の送信タイミングと重ならないように変更する、ことを特徴とする。
　上記構成によれば、携帯端末装置は、識別信号の待ち受けを間欠的に行なうため、常時
待ち受けする場合に比べて省電力化を実現できる。
【００３４】
　本発明に係る携帯端末システムは、前記携帯端末装置が、通信基地局、通信網上のサー
バまたはＳＰＳ（サテライト・ポジショニング・システム）衛星から、時刻情報を取得す
る時刻情報取得部を、さらに有し、前記近距離無線制御部は、前記近距離無線通信部を制
御して、前記時刻情報取得部にて取得した前記時刻情報を参照して、前記機器からの前記
識別信号の送信タイミングとの同期を確保しながら前記識別信号を間欠的に受信待受けさ
せる、ことを特徴とする。
　上記構成によれば、通信基地局等から取得した時刻時報を用いることにより、正確に同
期をとることができ、一層省電力化できる。
【００３５】
　本発明に係る携帯端末システムは、前記通信同期情報は、前記機器または前記第２の子
機の識別信号の送信周波数情報または送信チャネル情報をさらに含み、前記近距離無線制
御部は、前記近距離無線通信部を制御して、前記送信タイミング情報が示す前記送信タイ
ミングにおいて、前記送信周波数情報が示す周波数または前記送信チャネル情報が示すチ
ャネルによって、前記機器の識別信号を受信待受けさせる、ことを特徴とする。
　上記構成によれば、周波数またはチャネルを合わせて識別信号を受信できるため、周波
数またはチャネルを有効利用できる。
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【００３６】
　本発明に係る携帯端末システムは、前記近距離無線通信部は、前記携帯端末装置の識別
情報を予め選択した周波数またはチャネルにおいて間欠的に送信し、前記近距離無線制御
部は、前記通信部により前記機器または前記第２の子機の前記通信同期情報を受信した場
合において、前記機器または前記第２の子機の識別信号の送信タイミング及び周波数若し
くはチャネルが、前記携帯端末装置または前記第１の子機の識別信号の送信タイミング及
び周波数若しくはチャネルと重なるときは、前記携帯端末装置および前記第１の子機の識
別信号の送信タイミングまたは周波数若しくはチャネルを、前記機器または前記第２の子
機の識別信号の送信タイミング及び周波数若しくはチャネルと重ならないように変更する
、ことを特徴とする。
　上記構成によれば、周波数またはチャネルを合わせて識別信号を受信できるため、周波
数またはチャネルを有効利用できる。
【００３７】
　本発明に係る携帯端末システムは、前記携帯端末装置が、前記機器の前記識別情報を通
信網を経由した通信を用いて受信する通信部を、さらに有する、ことを特徴とする。
　上記構成によれば、接近報知対象の機器の識別情報を外部から取得できる。
【００３８】
　本発明に係る携帯端末システムは、前記接近報知手段は、前記機器から送信される前記
識別信号の各々毎に、異なる態様の報知を実行する、ことを特徴とする。
　上記構成によれば、いずれの機器が接近しているかを把握できる。
【００３９】
　本発明に係る携帯端末システムは、前記接近報知手段は、前記機器から送信される前記
識別信号の受信信号強度に対応させて、報知態様に変化を与える、ことを特徴とする。
　上記構成によれば、接近報知対象の機器がどの程度接近しているかを把握できる。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明によれば、識別情報を受信した場合に機器の接近を報知することにより、接近報
知対象の機器の接近を把握できる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の、接近報知機能を有する携帯端末装置による接近報知システムの概要を
説明するための図である。
【図２】接近報知システムの全体の構成例を示す図である。
【図３】図２の携帯端末の構成を示すブロック図である。
【図４】図２の接近報知システムにおける各部の動作手順の一例を示す図である。
【図５】識別情報（ＩＤ）についての通信同期情報の具体的な内容の一例を示す図である
。
【図６】識別情報（ＩＤ）の間欠的な送信タイミングの一例を示す図である。
【図７】識別情報（ＩＤ）についての通信同期情報の具体的な内容の他の例を示す図であ
る。
【図８】識別情報（ＩＤ）の間欠的な送信タイミングの他の例を示す図である。
【図９】接近検出用の識別情報を、送信側と受信側とで同期を確保しつつ送受信する様子
を説明するための図である。
【図１０】接近検出用の識別情報を、通信同期を確保しつつ送受信する場合の手順の一例
を示すフロー図である。
【図１１】第２の実施携帯にかかる接近報知システムの概要を説明するための図である。
【図１２】接近報知システムの具体的な全体構成の他の例を示す図である。
【図１３】図１２に示される携帯端末装置の内部構成の例を示すブロック図である。
【図１４】図１３の子機（キー）の内部構成の一例を示すブロック図である。
【図１５】接近検出用の識別情報を、通信同期を確保しつつ送受信する場合の手順の他の
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例を示すフロー図である。
【図１６】携帯端末装置同士が接近検出用の識別情報を、送信側と受信側とで同期を確保
しつつ送受信し、かつ、各携帯端末装置が子機（キー）と同期を確保しつつ認証用通信を
行う様子を説明するための図である。
【図１７】第３の実施形態にかかる接近報知システムの概要を説明するための図である。
【図１８】接近検出用の識別情報を、通信同期を確保しつつ送受信する場合の手順の、さ
らに他の例を示すフロー図である。
【図１９】第３の実施形態において、各携帯端末装置における子機との認証通信タイミン
グ同士が重なっている場合の処理を示すフロー図である。
【図２０】（ａ），（ｂ）は、第３の実施形態において、携帯端末装置と子機との間で認
証通信を行う場合の信号の送受信の態様を示す図である。
【図２１】第３の実施形態において、携帯端末装置同士が接近検出用の識別情報を、送信
側と受信側とで同期を確保しつつ送受信し、かつ、各携帯端末装置が子機（キー）と同期
を確保しつつ認証用通信を行う様子を説明するための図である。
【図２２】第３の実施形態において、自機に関係付けられている子機との間の認証通信と
、他の携帯端末装置に関連付けされている子機との間での認証通信の双方を行う様子を説
明するための図である。
【図２３】第３の実施形態において、携帯端末装置が自機に関係付けられている子機との
間の認証通信と、他の携帯端末装置に関連付けされている子機との間での認証通信の双方
を行い、かつ、他の携帯端末装置との間の接近検出・接近報知を行う様子を説明するため
の図である。
【図２４】第４の実施形態にかかる接近報知システムの概要を説明するための図である。
【図２５】第４の実施形態における、携帯端末装置と子機（キー）との通信態様を説明す
るための図である。
【図２６】第４の実施形態における各部の動作手順を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　次に、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。以下の実施形態において
参照する図面においては、共通する部分には同じ参照符号を付し、重複した説明は省略す
る。
【００４３】
　（第１の実施形態）
（接近報知システムの概要）
　図１は、本発明の、接近報知機能を有する携帯端末装置による接近報知システムの概要
を説明するための図である。
【００４４】
　図示されるように、携帯端末装置ＴＡ１およびＴＡ２は、通信網（ここでは、基地局Ｂ
１，Ｂ２を経由した携帯電話通信網）を利用した通信によって、事前に、携帯端末装置Ｔ
Ａ１およびＴＡ２の各々のＩＤ（識別情報：ここではＩＤ１，ＩＤ２と記す）を交換する
。そして、交換された相手側の携帯端末装置のＩＤ１，１Ｄ２（識別情報）を各携帯端末
装置ＴＡ１およびＴＡ２内に保持する。
【００４５】
　そして、携帯端末装置ＴＡ１およびＴＡ２は、近距離無線通信（例えば、赤外線通信）
を用いて、各々ＩＤ１およびＩＤ２を発信する。各携帯端末装置ＴＡ１，ＴＡ２間の距離
が所定範囲内になれば、各携帯端末装置ＴＡ１，ＴＡ２は、相手側の携帯端末装置が発信
するＩＤ（ＩＤ２，ＩＤ１）を受信して、その接近を検出し、その接近を、例えば、歌や
テーマ曲等によって報知する（報知方法は、映像のような視覚的なもの、あるいはバイブ
レーションのような触覚的なものでもよい）。
【００４６】
　上述の通信網を経由した通信には、インターネットや携帯電話網を経由した広域的な通
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信が含まれるのはもちろんであるが、イントラネットや社内ＬＡＮ等も含まれる。また、
ＬＡＮには無線ＬＡＮも含まれる。無線ＬＡＮの場合、図１の基地局Ｂ１，Ｂ２の代わり
に、アクセスポイントを使用する。
【００４７】
　また、ＩＤ１およびＩＤ２を常時、送受信すると、消費電力が増大して携帯端末装置Ｔ
Ａ１，ＴＡ２の電池が早く消耗するため、その対策としては、ＩＤ１およびＩＤ２の送受
信を所定タイミングで間欠的に行うのが有効である。この場合には、予め、通信網を経由
した通信によって、ＩＤ１およびＩＤ２の通信同期情報、例えば、送信タイミング情報（
送信時刻やタイムスロット情報）を交換して、その送信タイミング情報を記憶しておく。
そして、その送信タイミングにおいてのみ受信窓を開き、その受信窓が開いている期間に
おいてのみＩＤ１，ＩＤ２を受信する。
【００４８】
　事前に交換される通信同期情報には、送信タイミング情報の他に、送信周波数や送信チ
ャネルの情報を含ませることができる。これにより、空き周波数や空きチャネルを柔軟に
有効に利用することができる。
【００４９】
　（接近報知システムの全体の構成例）
　図２は、接近報知システムの全体の構成例を示す図である。図示されるように、携帯端
末装置ＴＡ１は、基地局Ｂ１との間で無線信号を送受信し、携帯電話網Ｗ１を利用して例
えば携帯端末装置ＴＡ２（携帯電話端末、固定電話端末、他の電子機器であってもよい）
と通信することができる。以下の説明では、携帯端末装置ＴＡ１およびＴＡ２が、共に、
間欠的に所定のタイミングで識別情報ＩＤ（ＩＤ１，ＩＤ２）を発信するものとする。こ
の場合には、ＩＤの送受信の同期を確保する必要があるが、例えば、衛星ＳＲから取得す
る時刻情報を用いて、ＩＤの送受信の同期を確保することができる。携帯端末装置ＴＡ１
は、基地局Ｂ１からの信号に含まれる時刻情報を取得するようにしてもよい。
【００５０】
　また、携帯端末装置ＴＡ１は、ＧＰＳ衛星（ＳＰＳ衛星）ＳＲからの電波を利用して位
置を特定することができるものであってもよい。ＧＰＳ（Global Positioning System）
衛星は、ＧＰＳ、Galileo等のＳＰＳ衛星（Satellite Positioning System）の一種であ
る。上述のとおり、携帯端末装置ＴＡ１は、ＧＰＳ衛星（ＳＰＳ衛星）ＳＲからの信号を
受信して、その信号に含まれる時刻情報を取得する。さらに、携帯端末装置ＴＡ１は、例
えば携帯端末装置ＴＡ２などの他の携帯電話との間で近距離無線を利用して、信号の送受
信をすることができる。
【００５１】
　そして、携帯端末装置ＴＡ１が例えば携帯端末装置ＴＡ２等の信号（例えばＩＤ）を待
ち受けし、受信できた場合に携帯端末装置ＴＡ２等の接近を報知する。報知の例としては
、音、音楽等が鳴動することや、ＬＣＤ、ＬＥＤ等の点滅、画像の表示、バイブレータの
振動等が考えられる。
【００５２】
　携帯端末装置ＴＡ２は、携帯端末装置ＴＡ１と同様の構成である。また、基地局Ｂ１は
、携帯端末装置ＴＡ１等との間で無線信号を送受信し、携帯端末装置ＴＡ１等が、携帯電
話網Ｗ１を利用して他の携帯電話、固定電話等と通信するようにすることができる。また
、基地局Ｂ１は、無線信号に時刻情報を含めるようにしてもよい。基地局Ｂ２は、基地局
Ｂ１と同様の構成を有する。
【００５３】
　図３は、図２の携帯端末の構成を示すブロック図である。図３において、近距離無線通
信部１０は、近距離無線送受信部１１、ＩＤ記憶部１４、受信待受設定記憶部１５、送信
設定記憶部１３、近距離無線制御部１２などを有する。
【００５４】
　近距離無線送受信部１１は、近距離無線を利用して信号を送受信する。近距離無線は、
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例えば、例えば、ブルートゥース（登録商標）、ＩＥＥＥ８０２．１１諸規格等に準拠し
た無線通信（例えばワイヤレスＬＡＮ）、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄｅ　Ｂａｎｄ、超
広帯域無線）、ワイヤレスＵＳＢ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａ
ｌ　Ｂｕｓ、ワイヤレスユーエスビー）、ジグビーなどの無線通信、特定省電力（例えば
４２６ＭＨｚ帯）による無線通信、微弱電波（例えば３０４ＭＨｚ帯）による無線通信な
どが考えられる。また、上述したように、この送受信は、省電力化のために間欠受信とす
ることができる。
【００５５】
　ＩＤ記憶部１４は、自機のＩＤを記憶する。ＩＤは、携帯端末固有のＩＤであってもよ
いし、特定のグループＩＤであってもよい。また、ＩＤの他に、近距離無線で信号の送受
信をするときに用いる暗号鍵等を記憶してもよい。
【００５６】
　受信待受設定記憶部１５は、接近報知対象の相手側の携帯端末等のＩＤや、受信待受け
タイミングの情報、その他、送信周波数の情報や送信チャネルの情報を記憶している。Ｉ
Ｄは固有のＩＤであってもよいし、特定のグループＩＤであってもよい。
【００５７】
　受信待受設定記憶部１５は、上記のとおり、受信待受のタイミングの情報も記憶する。
受信待受のタイミングの情報は、例えば、基準時間に対してどのタイミングでキーがＩＤ
等の信号を送信しているかの情報とすることができる。さらに具体的には、基準時間の毎
分００秒を基準としてここから何秒または何ミリ秒後から何秒または何ミリ秒周期でＩＤ
等の信号を送信しているかの情報とすることができる。また、基準は、必ずしも基準時間
の毎分００秒である必要性はなく、その場合、基準をいつにするかを記憶しておくことも
できる。さらに、受信待受設定記憶部１５は、受信待受のタイミングの基準となる基準時
間として、インターネット上のサーバからの時刻情報を用いるか否か、基地局からの時刻
情報を用いるか否かまたはＧＰＳ衛星からの時刻情報を用いるか否かの情報などを記憶す
ることができる。どちらの時刻情報を用いるかはそのときの状況に応じて決定することが
できるが、受信待受する相手の携帯端末と同じ時刻情報を用いることが好ましい。これら
の情報は、セルラ無線送受信部３０、近距離無線送受信部２０、その他の通信等を通して
、受信待受する相手の携帯端末等の機器からの識別情報および通信同期情報（送信タイミ
ング情報等）として事前に入手することができる。
【００５８】
　送信設定記憶部１３は、自機の送信設定を記憶する。送信用の自機ＩＤはＩＤ記憶部１
４にも記憶されているため、送信設定情報に含める必要は必ずしもない。
【００５９】
　近距離無線制御部１２は、ＩＤ記憶部１４、受信待受設定記憶部１５等の情報を用いて
、近距離無線送受信部１１の信号の送受信を制御する。また、携帯電話制御部（携帯端末
制御部）５０からのリクエストを受けるか、または、セルラ無線送受信部３０、近距離無
線送受信部１１、その他の通信等を通して、受信待受する相手の携帯端末からの識別情報
及び送信タイミング通知として入手することにより、近距離無線通信部１０を受信待受の
状態とする。
【００６０】
　セルラ送受信部３０は、基地局との間で無線信号を送受信し、携帯電話網を利用して他
の携帯端末やその他の機器と通信する。
【００６１】
　ＧＰＳ受信部２０は、ＧＰＳ衛星（ＳＰＳ衛星）からの電波を利用して位置を特定する
。なお、ＧＰＳ受信部としたが、一般にＳＰＳ受信部としても同様である。また、ＧＰＳ
受信部は必須の構成ではない。
【００６２】
　時刻情報取得部４０は、セルラ送受信部３０を用いて受信した基地局からの信号に含ま
れる時刻情報を取得する。また、時刻情報取得部４０は、基地局からの信号に含まれる時
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刻情報に代えてまたは同時に、ＧＰＳ受信部を用いて受信したＧＰＳ衛星（ＳＰＳ衛星）
からの信号に含まれる時刻情報を取得するようにしてもよい。これらの時刻情報は、受信
待受のタイミングの基準となる基準時間として用いる。さらに、時刻情報取得部は、これ
らに代えて、インターネット上のサーバからの時刻情報を用いることもできる。インター
ネット上のサーバからの時刻情報は、ＮＴＰ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｉｍｅ　Ｐｒｏｔｏｃ
ｏｌ）を用いて取得することができる。
【００６３】
　報知部６０は、例えば、ＬＣＤ、ＬＥＤ、スピーカ、バイブレータ等である。近距離無
線通信部が他の携帯電話等の信号（例えばＩＤ）を待ち受けし、これを受信できた場合に
、他の携帯電話端末等の接近を報知する。報知の例としては、音、音楽等が鳴動すること
や、ＬＣＤ、ＬＥＤ等の点滅、画像の表示、バイブレータの振動等が考えられる。
【００６４】
　また、メモリ１００には、例えば、待ち受けする相手の携帯電話若しくは近距離無線通
信部（またはユーザ若しくはユーザグループ）毎のＩＤ、報知部の各種設定（例えば、ど
の報知手段で報知するかの情報など）、音楽データなど（音データも含む）を記憶してお
く。図中、参照符号１０１～１０３は、記憶されているデータを示す。このように、待ち
受けする相手携帯電話又は近距離無線通信部等毎のＩＤ、音楽データなどを記憶しておけ
ば、他の携帯電話等の信号（例えばＩＤ）を待ち受けし、これを受信できた場合に報知部
６０が、ＩＤに応じた音、音楽等で鳴動するようにすることができる。
【００６５】
　その他、携帯電話には、音声等を入力するためのマイクロフォン７０、操作入力部（操
作キー、操作ボタンなど）８０、電池９０などが設けられている。
【００６６】
　図４は、図２の接近報知システムにおける各部の動作手順の一例を示す図である。図示
されるように、携帯端末装置ＴＡ１は、接近報知モード（または待ち合せモード）に設定
されたとき、又は、あらかじめ、GPSの時刻情報、基地局からの時刻情報またはNTPの時刻
情報を得る（手順ＳＴ１）。
【００６７】
　携帯端末装置ＴＡ１は、取得した時刻情報にもとづいて、送信タイミングなどを携帯端
末装置ＴＡ２に通知する（送信タイミング通知１；手順ＳＴ２）。この手順ＳＴ２では、
携帯端末装置ＴＡ１の識別情報（ＩＤ１）も同時に通知する。
【００６８】
　携帯端末装置ＴＡ２は、送信タイミング通知を受信したとき、又は、あらかじめ、GPS
の時刻情報、基地局からの時刻情報またはNTPの時刻情報を得る（手順ＳＴ３）。このと
き、可能な限り、携帯端末装置ＴＡ１と同じ時刻情報を用いることが好ましい。なお、送
信タイミング通知を受信したときにあらかじめ許可したIDからであれば自動的に接近報知
モード（または待ち合せモード）にするようにしてもよい。または、接近報知モード（ま
たは待ち合せモード）に設定するか否かの入力待ちになり、許可する旨の入力があった場
合のみ接近報知モード（または待ち合せモード）にするようにしてもよい。
【００６９】
　携帯端末装置ＴＡ２は、取得した時刻情報にもとづいて、送信タイミングなどを携帯端
末装置ＴＡ１に通知する（送信タイミング通知２：手順ＳＴ４）。このとき、携帯端末装
置ＴＡ２の識別情報（ＩＤ２）も同時に送信される。なお、万が一、携帯端末装置ＴＡ１
及び携帯端末装置ＴＡ２の送信タイミングが重なっていた場合には、携帯端末装置ＴＡ２
は、送信タイミングが重ならないように携帯端末装置ＴＡ２の送信タイミングを変更した
うえで、変更後の送信タイミングなどを携帯端末装置ＴＡ１に通知する（改良された送信
タイミング通知２であり、この点については後述する）。
【００７０】
　その後、携帯端末装置ＴＡ１および携帯端末装置ＴＡ２は、それぞれ自端末のIDを送信
タイミング通知で通知したタイミングにて周期的に送信し、それぞれ相手端末のIDを送信
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タイミング通知で通知されたタイミングにて周期的に受信待ち受けする（手順ＳＴ５～Ｓ
Ｔ１０，ＳＴ１２およびＳＴ１３）。
【００７１】
　携帯端末装置ＴＡ１および携帯端末装置ＴＡ２は、それぞれ相手端末のIDを受信したと
きに、報知音（例えば、IDに応じた音楽）を鳴動する（手順ＳＴ１１およびＳＴ１５）。
ｔ秒後に、報知音を停止する（手順ＳＴ１４，ＳＴ１６）。
【００７２】
　以上の手順は一例であって、種々、変形可能である。例えば、使用するチャネルや、使
用するチャネルの周波数を、識別情報についての通信同期情報として相手機器に通信して
もよい。
【００７３】
　また、報知態様も種々考えられる。例えば、検出したＩＤ毎に報知音を変更してもよい
。これによって、誰が到着したのかを報知音で区別することが可能となる。報知音（例え
ば、到着音）や到着を知らせる歌（例えば、到着歌）等は、通信によってサーバからダウ
ンロードしてもよい。また、近づくとともに（受信信号レベルに応じて）鳴動する音が大
きくなるようにしてもよい。これによって、場を盛り上げる効果が得られる。
【００７４】
　また、接近報知モードに設定してから所定時間後に、接近報知モードを自動的に解除し
てもよい。電池の消耗を防止するためである。また、送信タイミング通知は、複数回送受
信してもよい。たとえば、他の無線との干渉が生じた場合などで送信タイミングが変更に
なったときに再度送信タイミング通知を送受信してもよい。さらに、基準となる時間を変
更した場合にも再度送信タイミング通知を送受信してもよい。さらに、定期的に送信タイ
ミング通知を送受信することもできる。
【００７５】
　（識別情報（ＩＤ）についての通信同期情報の具体的な内容）
　図５は、識別情報（ＩＤ）についての通信同期情報の具体的な内容の一例を示す図であ
る。省電力化のために間欠的なＩＤ送信を行う場合には、通信同期を確保するための情報
を予め相手側の機器に送信しておく必要がある。図５に示される通信同期情報は、以下の
構成を有する。
【００７６】
　すなわち、セルラ無線通信、近距離無線通信またはその他の通信用ヘッダー２００は、
セルラ無線通信、近距離無線通信またはその他の通信を用いて送信タイミング通知を送受
信するためのものである。
【００７７】
　送信元ＩＤ２０２は、送信元の近距離無線通信部又は携帯電話のＩＤを記憶する。これ
は、近距離無線通信部又は携帯電話固有のＩＤであってもよいし、特定のグループＩＤ等
であってもよい。
【００７８】
　宛先ＩＤ２０４は、宛先の近距離無線通信部又は携帯電話のＩＤを記憶する。これは、
近距離無線通信部又は携帯電話固有のＩＤであってもよいし、特定のグループＩＤ等であ
ってもよい。なお、宛先ＩＤは、最初の送信タイミング通知のときは、不明な場合もある
。そこで、特定の値の場合は、宛先ＩＤが不明であることを示すものとすることが好まし
い。また、宛先ＩＤが不明でも、セルラ無線通信、近距離無線通信またはその他の通信用
ヘッダーの示す近距離無線通信部又は携帯電話では送信タイミング通知を受信できるもの
とする。
【００７９】
　所定タイミングからのオフセット時間２０６は、所定タイミングからのＩＤを送信する
タイミングのオフセット時間を示す（図６参照）。所定タイミングは、例えば、毎分００
秒とすることができる。所定タイミングからのオフセット時間は、例えば、ミリ秒単位で
表すことができる。
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【００８０】
　送信周期２０８は、ＩＤを送信する周期を示す（図６参照）。送信周期は、例えば、ミ
リ秒単位で表すことができる。
【００８１】
　ＧＰＳの時刻情報使用のフラグは、基準の時刻として、ＧＰＳからの時刻情報を用いる
か否かのフラグである。例えば、値が１のときにＧＰＳからの時刻情報を用い、値が０の
ときに用いないとすることができる。
【００８２】
　ＧＰＳからの時刻情報（参照符号２１０）とは、具体的には、１２．５分に１回通知さ
れる、アルマナックデータのことである。また衛星からの到達時間の補正をすることもで
きる。また、基地局の時刻情報使用のフラグ（参照符号２１０に含めてある）は、基準の
時刻として、基地局からの時刻情報を用いるか否かのフラグである。到達時間の補正をす
ることもできる。
【００８３】
　ＮＴＰの時刻情報使用のフラグ２１４は、基準の時刻として、ＮＴＰを用いて取得した
インターネット上のサーバからの時刻情報を用いるか否かのフラグである。到達時間の補
正をすることもできる。
【００８４】
　優先するチャンネル２１６は、チャンネルが複数ある場合に、どのチャンネルを優先し
て使用するかを通知する情報である。
【００８５】
　音楽データのＵＲＬ２１８は、送信元ＩＤを受信したときに、鳴動させる音楽のデータ
の取得先のＵＲＬの情報である。ＩＤに応じた音で鳴動するようにする場合に使用する。
【００８６】
　位置情報２２０は、現在の位置情報を示す。位置情報２２０は、ＧＰＳ受信部から取得
することができる。また、送信タイミング通知を受信した携帯電話がＧＰＳ受信部を有す
る場合には、受信した携帯電話のＧＰＳで取得した位置情報と、送信元ＩＤの示す携帯電
話の位置情報とを比較することができ、距離が所定以上離れている場合には、直ちに受信
待受けしないで、距離が近づいてから受信待受けすることで、無駄な受信時間を減らすこ
とができるので消費電力を削減することができる。また、これは、定期的に送信タイミン
グ通知を送受信する場合には有効である。
【００８７】
　なお、送信タイミング通知は、暗号化して送受信してもよい。その際には、暗号化して
いることを示すフラグをたてることもできる。また、チャンネルが４つの場合、１～３番
目のチャンネルを通常のモードで使用し、４番目のチャンネルをサーチチャンネルにする
こともできる。また、所定タイミングからのオフセット時間は、所定の値のときは、不明
であることを示すこととしてもよい。また、送信周期も所定の値のときは、不明であるこ
とを示すこととしてもよい。このように、所定タイミングからのオフセット時間、送信周
期などを不明とした場合には、後で不明でない値を送受信するまでは、宛先ＩＤなどの示
す携帯電話などは、相手のＩＤがいつ来るか分からないので、常に受信窓を開けておくこ
とが必要になる場合がある。しかし、このように、所定タイミングからのオフセット時間
、送信周期などを不明としたままでも、とりあえず、宛先ＩＤなどの携帯端末などに、接
近報知モード（ＩＤ待受け状態）になることを要求することができ、宛先ＩＤなどの携帯
端末などは、これを早く受信することで、早く送信タイミング通知を返信することができ
る（図４における送信タイミング通知２など）。また、所定タイミングからのオフセット
時間、送信周期などを不明とした場合には、後で不明でない値を送受信するまでは、接近
報知モードにならないようにすることもできる。また、図５においては、通信同期情報に
、その他のオプションデータ２２２も含まれている。
【００８８】
　図６は、識別情報（ＩＤ）の間欠的な送信タイミングの一例を示す図である。図６では
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、所定タイミングを基準にして所定のオフセット時間（ＴＦ）を計測し、そのオフセット
時間が経過した後、所定周期Ｔ１で、時刻ｔ１～ｔ４において、周期的に接近検出用の識
別情報（ＩＤ）を送信する。
【００８９】
　図７は、識別情報（ＩＤ）についての通信同期情報の具体的な内容の他の例を示す図で
ある。省電力化のために間欠的なＩＤ送信を行う場合には、通信同期を確保するための情
報を予め相手側の機器に送信しておく必要がある。図７に示される通信同期情報は、図５
に示されるものと大部分は同じであるが、以下の点で異なる。
【００９０】
　すなわち、図７の場合、所定タイミングからのオフセット時間の代わりに、送信開始時
刻２２４と送信終了時刻２２６を通知する。送信開始時刻２２４は、ＩＤの送信を開始す
る時刻を示す（図８参照）。接近報知を待ち合せのときに使用する場合、待ち合せの時刻
またはその前後に設定すると使い勝手がよい。また、送信開始時刻からＩＤの送信を開始
するようにすれば、無駄なＩＤの送信を省略できるので、消費電力を低減できる。送信終
了時刻を設定することもできる。送信終了時刻は、ＩＤの送信を終了する時刻を示す。接
近報知を待ち合せのときに使用する場合、待ち合せの時刻またはその前後に設定すると使
い勝手がよい。また、送信終了時刻でＩＤの送信を止めるようにすれば、無駄なＩＤの送
信を省略できるので、消費電力を低減できる。
【００９１】
　なお、送信開始時刻及び送信終了時刻は、所定の値のときは、不明であることを示すこ
ととしてもよい。また、送信周期も所定の値のときは、不明であることを示すこととして
もよい。このように、送信開始時刻、送信終了時刻、送信周期などを不明とした場合には
、後で不明でない値を送受信するまでは、宛先ＩＤなどの示す携帯電話などは、相手のＩ
Ｄがいつ来るか分からないので、常に受信窓を開けておくことが必要になる場合がある。
しかし、このように、送信開始時刻、送信終了時刻、送信周期などを不明としたままでも
、とりあえず、宛先ＩＤなどの携帯端末などに、接近報知モード（ＩＤ待受け状態）にな
ることを要求することができ、宛先ＩＤなどの携帯端末などは、これを早く受信すること
で、早く送信タイミング通知を返信することができる（図４の送信タイミング通知２など
）。また、送信開始時刻、送信終了時刻、送信周期などを不明とした場合には、後で不明
でない値を送受信するまでは、接近報知モードにならないようにすることもできる。
【００９２】
　図８は、識別情報（ＩＤ）の間欠的な送信タイミングの他の例を示す図である。図８で
は、指定された送信開始時刻ｔ５から、識別情報（ＩＤ）の送信を開始する。以後、所定
周期Ｔ２で、時刻ｔ６～ｔ８において、周期的に接近検出用の識別情報（ＩＤ）が送信さ
れる。
【００９３】
　図９は、接近検出用の識別情報を、送信側と受信側とで同期を確保しつつ送受信する様
子を説明するための図である。携帯端末装置ＴＡ１は、自機の識別情報であるＩＤ１を送
信する。携帯端末装置ＴＡ２は、自機の識別情報であるＩＤ２を送信する。各ＩＤの受信
タイミングは、予め交換された通信同期情報に基づいて、そのＩＤの送信タイミングに同
期される。図８において、ｔ１０，ｔ１２，ｔ１４，ｔ１６がＩＤ１の通信タイミングで
あり、ｔ１１，ｔ１３，ｔ１５，ｔ１７がＩＤ２の通信タイミングである。各ＩＤの通信
タイミングにおいてのみ、受信側の携帯端末の受信窓が開かれ、送信されてくるＩＤの受
信が行われる。なお、どの時刻情報（インターネット上のサーバ、基地局装置又はＳＰＳ
衛星からの時刻情報）を用いるかを選択することによって、その精度に応じた余裕をもっ
て受信待受けすることができる。
【００９４】
　図１０は、接近検出用の識別情報を、通信同期を確保しつつ送受信する場合の手順の一
例を示すフロー図である。携帯端末装置ＴＡ１は、待ち合わせモード（接近報知モード）
に設定されると（ステップＳ１）、接近報知対象の機器である相手側の携帯端末装置ＴＡ
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２に、自機が待ち合わせモードに設定されたことと、自機の通信同期情報（自機のＩＤ１
、そのＩＤ１をどのようなタイミングで送信するかを示す送信タイミング情報、その他、
どのチャネル（タイムスロット）を使用して送信するか、どの周波数を使用するか、とい
った情報）とを送信する（ステップＳ２）。
【００９５】
　携帯端末装置ＴＡ２は、携帯端末装置ＴＡ１からの通信同期情報を受信し（ステップＳ
３）、待ち合わせモードに移行する（ステップＳ４）。そして、自機の通信同期情報（自
機のＩＤ２、そのＩＤ２をどのようなタイミングで送信するかを示す送信タイミング情報
、その他、どのチャネル（タイムスロット）を使用して送信するか、どの周波数を使用す
るか、といった情報）を携帯端末装置ＴＡ１に送信する（ステップＳ５）。ステップＳ５
において携帯端末装置ＴＡ１に送信する送信タイミング情報は、ステップＳ３において携
帯端末装置ＴＡ１から受信したＩＤ１の送信タイミング情報に基づいて設定した、ＩＤ１
とＩＤ２とがぶつからないようなタイミングを示す。
【００９６】
　携帯端末装置ＴＡ１は、携帯端末装置ＴＡ２からの通信同期情報を受信すると（ステッ
プＳ６）、周期的にＩＤ１を送信する（ステップＳ７）。続いて、相手の信号が来ると予
想される時間のみ受信窓を開ける（ステップＳ８）。受信した信号の受信レベルが所定レ
ベル以上であれば（ステップＳ９）、受信した信号が、登録されているＩＤ（ここでは、
携帯端末装置ＴＡ２のＩＤ２）と一致するかを判定し（ステップＳ１０）、そうであれば
、受信したＩＤ２用の到着音を鳴動させる（ステップＳ１０）。ｔ秒後に到着音の鳴動を
停止し（ステップＳ１２）、待ち合わせモードを解除する（ステップＳ１３）。
【００９７】
　一方、携帯端末装置ＴＡ２でも同様の処理を行う。すなわち、携帯端末装置ＴＡ２は、
ＩＤ１とＩＤ２の送信タイミングが重ならないようにしつつ、ＩＤ２を送信する（ステッ
プＳ１４）。続いて、相手の信号が来ると予想される時間のみ受信窓を開ける（ステップ
Ｓ１５）。受信した信号の受信レベルが所定レベル以上であれば（ステップＳ１６）、受
信した信号が、登録されているＩＤ（ここでは、携帯端末装置ＴＡ１のＩＤ１）と一致す
るかを判定し（ステップＳ１７）、そうであれば、受信したＩＤ２用の到着音を鳴動させ
る（ステップＳ１８）。ｔ秒後に到着音の鳴動を停止し（ステップＳ１９）、待ち合わせ
モードを解除する（ステップＳ２０）。
【００９８】
　なお、接近報知の際、近づいてきたら音または音楽が大きくなるまたは曲が変わるよう
にしてもよい。すなわち、受信信号強度に応じて音または音楽の音量を変えてもよい。
　または、受信信号強度に応じて曲が変わるようにしてもよい。一定時間音が鳴ったら（
その必要がなくなるので）自動的に音の再生を停止してもよい。また、携帯端末には、ノ
ート型のパーソナルコンピュータ端末、ＰＤＡ端末、無線ＬＡＮ端末等が含まれる。また
、子機が、他の携帯端末であってもよい。また、基地局は、携帯端末が無線ＬＡＮ端末で
ある場合には、無線ＬＡＮのアクセスポイントであってもよい。
【００９９】
　第１の実施形態によれば、近距離無線通信によって接近報知が可能となる。したがって
、誰が近づいているのかが分かり、使い方を工夫することによって生活を楽しくできる。
例えば、デートは飲み会の集合時などで大いに楽しむことができる。また、家などに誰か
が入ってきた気配がしてもその人の登場テーマ曲がならなければ家族でないと判断できる
という、セキュリティの効果もある。また、接近検出のための近距離無線通信によるＩＤ
の送受信を間欠的に所定タイミングで行う（例えば、所定周期で行う）ことによって、送
信側および受信側双方の省電力化を図ることができる。通信同期情報を予め交換しておけ
ば、送信側と受信側の通信同期も正確に確保することができる。
【０１００】
　（第２の実施形態）
　本実施形態でも、前掲の実施形態と同様に接近報知を行うが、本実施形態の場合、携帯
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端末装置は、子機とペアリングされている（予め関連付けされている）ことを必須の条件
とする。
【０１０１】
　携帯端末装置と子機とは、所定のタイミングで認証用の通信を行う。一方、携帯端末装
置は、接近報知対象である他の携帯端末装置からの識別情報を、間欠的に所定のタイミン
グでのみ受信する。
【０１０２】
　このような限定条件の下で問題となるのは、携帯端末装置が子機と認証用の通信を行っ
ているときには、接近報知モードの通知を受信しても検出はできない場合があるというこ
とである。つまり、子機との認証用通信タイミングと、接近検出のための識別情報の通信
タイミングとは重なってはならず、したがって、タイミングの重複が検出された場合には
、接近検出のための識別情報の通信タイミングをずらす必要がある。
【０１０３】
　また、本実施形態では、接近検出用の識別情報（ＩＤ）として、子機との間で通信する
認証信号とは異なる信号を利用する。例えば、識別情報（ＩＤ）としては、携帯端末装置
の電話番号情報やメールアドレス情報を利用する。これらは子機との認証に用いられる信
号とは無関係の信号であり、したがって、その送信タイミングは、子機との認証通信のタ
イミングを考慮することなく変更する（ずらす）ことが可能である。
【０１０４】
　なお、接近報知モードに設定すると、携帯端末装置ＴＡ１，ＴＡ２はロック状態（使用
制限状態）となり、待ち受け設定された相手の携帯端末の接近報知を検出した後に、その
ロック（使用制限）が解除されるとしてもよい。ここで、ロックとは一部使用制限も含む
。例えば、受信は可能などである。
【０１０５】
　以上の前提の下で、以下、第２の実施形態について説明する。図１１は、第２の実施形
態にかかる接近報知システムの概要を説明するための図である。図１１の基本構成は、図
１と同じであるが、上述のとおり、携帯端末装置ＴＡ１とＴＡ２は各々、子機（ここでは
、安全キー装置とする：以下キーという場合がある）Ｋ１，Ｋ２とペアリング（関連付け
）されており、携帯端末装置ＴＡ１およびＴＡ２と、子機（キー）Ｋ１およびＫ２は各々
、通信によって認証信号を送受信し、互いに認証処理を実行する。この認証処理は間欠的
に所定のタイミングで行われる。また、上述のとおり、接近検出用ＩＤ１，ＩＤ２として
は、子機（キー）Ｋ１，Ｋ２との間で通信される認証用信号とは別の信号を用いる。
【０１０６】
　図１２は、接近報知システムの具体的な全体構成の他の例を示す図である。図１２の基
本構成は、図２と同じであるが、携帯端末装置ＴＡ１およびＴＡ２が各々、子機（キー）
Ｋ１およびＫ２とペアリングされている点で異なる。
【０１０７】
　すなわち、携帯端末装置ＴＡ１は、キー（子機）Ｋ１との間で近距離無線を利用して信
号の送受信をすることができる。送受信する信号にはそれぞれのＩＤ等の相手を特定する
ための信号を含める。また、携帯端末装置ＴＡ１は、キー（子機）Ｋ１との間で送受信す
る認証用の信号を用いて、機器認証を行う。その結果、認証が成功しない場合は、携帯端
末装置ＴＡ１の使用が制限される。認証が成功しない場合は、例えば、携帯端末装置ＴＡ
１と、キー１（子機）との間の距離が所定距離以上の場合である。
【０１０８】
　一方、キー（子機）Ｋ１は、携帯端末装置ＴＡ１との間で近距離無線を利用して信号の
送受信をすることができる。送受信する信号にはそれぞれのＩＤ等の相手を特定するため
の信号を含める。また、キー（子機）Ｋ１は、携帯端末装置ＴＡ１との間で送受信する信
号を用いて、認証を行う。その結果、認証が成功しない場合は、例えば警報を発すること
や、携帯端末装置ＴＡ１の使用が制限されたことを報知することができる。認証が成功し
ない場合は、例えば、携帯端末装置ＴＡ１と、キー１（子機）との間の距離が所定距離以
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上の場合である。携帯端末装置ＴＡ２およびキー（子機）Ｋ２についても同様である。
【０１０９】
　図１３は、図１２に示される携帯端末装置の内部構成の例を示すブロック図である。図
１３に示される構成は、図３の構成とほとんど同じである。ただし、図１３の構成は、図
３のＩＤ記憶部１４に代えて認証用ＩＤ記憶部１６を備えており、また、子機（キー）と
近距離無線通信によって認証処理を実施する点で異なっている。上述のように、図３のＩ
Ｄ記憶部１４は自機のＩＤ（近接検出用ＩＤ）を記憶しているが、送信設定記憶部１３に
も自機のＩＤは記憶されており、重複しているため、ＩＤ記憶部１４はなくても問題がな
い。そこで、本実施形態では、図３のＩＤ記憶部１４を除去し、その代わりに、子機（キ
ー）Ｋ１等との認証用ＩＤを記憶している認証用ＩＤ記憶部１６を設けたものである。
【０１１０】
　認証用ＩＤ記憶部１６は、例えば、自機の近距離無線通信部又は携帯端末自体（自機）
のＩＤを記憶する。これは、近距離無線通信部又は携帯電話固有のＩＤであってもよいし
、特定のグループＩＤ等であってもよい。また、ＩＤの他に、近距離無線で信号の送受信
をするときに用いる暗号鍵等を記憶してもよい。
【０１１１】
　図１４は、図１３の子機（キー）の内部構成の一例を示すブロック図である。図示され
るように、子機（キー）Ｋ１（Ｋ２も同様）は、携帯端末装置ＴＡ１（ＴＡ２）と同様の
構成をもつ。すなわち、近距離無線通信部１１０と、電池１１６と、報知部１１７と、操
作入力部１１８と、メモリ１１９と、を有する。近距離無線通信部１１０は、近距離無線
送受信部１１１と、近距離無線制御部１１２と、送信設定記憶部１１３と、認証用ＩＤ記
憶部１１４と、受信待受け設定記憶部１１５と、を有する。
【０１１２】
　子機（キー）Ｋ１（Ｋ２も同様）は、アンテナＡ４を介して、近距離無線通信によって
、認証用ＩＤ（認証用信号）を携帯端末装置ＴＡ１（ＴＡ２）に送信し、また、携帯端末
装置ＴＡ１（ＴＡ２）からの認証用ＩＤを受信し、受信待受け設定記憶部１１５に記憶す
る。受信待受け設定に基づいて、近距離無線制御部１１２は近距離無線送受信部１１１を
制御し、携帯端末装置ＴＡ１（ＴＡ２）からの認証用ＩＤが到来するタイミングでのみ受
信動作を行う（すなわち、受信窓を開く）。
【０１１３】
　図１５は、接近検出用の識別情報を、通信同期を確保しつつ送受信する場合の手順の他
の例を示すフロー図である。携帯端末装置ＴＡ１は、待ち合わせモード（接近報知モード
）に設定されると（ステップＳ３０）、自機とキー（子機）との間の認証ＩＤの送受信タ
イミングを通知する（ステップＳ３１）。これは、相手に自機の子機との認証通信のタイ
ミングを知らせることによって、相手側の携帯端末装置ＴＡ２にて、接近検出用ＩＤの送
信タイミングが携帯端末装置ＴＡ１における認証通信タイミングと重ならないように調整
することを可能とするためである。
【０１１４】
　携帯端末装置ＴＡ２では、送信されてきた情報を受信し（ステップＳ３２）、待ち合わ
せモードに設定し（ステップＳ３３）、同様に、自機と子機（キー）との間の認証通信の
タイミングを通知する（ステップＳ３４）。携帯端末装置ＴＡ１では、情報を受信し（ス
テップＳ３５）、自機の接近検出用ＩＤの送信タイミングを、通信同期情報として携帯端
末装置ＴＡ２に送信する（ステップＳ３６）。このとき、自機の接近検出用ＩＤ１の送信
タイミングは、自機が子機（キー）Ｋ１と認証通信を行うタイミング、ならびに、携帯端
末装置ＴＡ２が子機（キー）Ｋ２と認証通信を行うタイミングと重ならないように設定さ
れる。
【０１１５】
　携帯端末装置ＴＡ２では、情報を受信し（ステップＳ３７）、同様に、自機の接近検出
用ＩＤ２の送信タイミングを、通信同期情報として携帯端末装置ＴＡ１に送信する（ステ
ップＳ３８）。このとき、自機の接近検出用ＩＤ２の送信タイミングは、自機が子機（キ
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ー）Ｋ２と認証通信を行うタイミング、ならびに、携帯端末装置ＴＡ１が子機（キー）Ｋ
１と認証通信を行うタイミングと重ならないように設定される。
【０１１６】
　携帯端末装置ＴＡ１は携帯端末装置ＴＡ２からの通信同期情報を受信し（ステップＳ３
９）、先に携帯端末装置ＴＡ２に通知したタイミングにて、周期的に自機の接近近接用Ｉ
Ｄ１を送信する（ステップＳ４０）。続いて、相手の信号が来ると予想される時間のみ受
信窓を開ける（ステップＳ４１）。受信した信号の受信レベルが所定レベル以上であれば
（ステップＳ４２）、受信した信号が、登録されているＩＤ（ここでは、携帯端末装置Ｔ
Ａ２のＩＤ２）と一致するかを判定し（ステップＳ４３）、そうであれば、受信したＩＤ
２用の到着音を鳴動させる（ステップＳ４４）。ｔ秒後に到着音の鳴動を停止し（ステッ
プＳ４５）、待ち合わせモードを解除する（ステップＳ４６）。
【０１１７】
　一方、携帯端末装置ＴＡ２でも同様の処理を行う。すなわち、携帯端末装置ＴＡ２は、
自機の接近検出用ＩＤ２を周期的に送信する（ステップＳ４７）。続いて、相手の信号が
来ると予想される時間のみ受信窓を開ける（ステップＳ４８）。受信した信号の受信レベ
ルが所定レベル以上であれば（ステップＳ４９）、受信した信号が、登録されているＩＤ
（ここでは、携帯端末装置ＴＡ１のＩＤ１）と一致するかを判定し（ステップＳ５０）、
そうであれば、受信したＩＤ２用の到着音を鳴動させる（ステップＳ５１）。ｔ秒後に到
着音の鳴動を停止し（ステップＳ５２）、待ち合わせモードを解除する（ステップＳ５３
）。
【０１１８】
　図１６は、携帯端末装置同士が接近検出用の識別情報を、送信側と受信側とで同期を確
保しつつ送受信し、かつ、各携帯端末装置が子機（キー）と同期を確保しつつ認証用通信
を行う様子を説明するための図である。
【０１１９】
　図１６において、携帯端末装置ＴＡ１は、時刻ｔ２０において、自機の認証通信用ＩＤ
（図１６では携帯側ＩＤ１としている）を子機（キー）Ｋ１に送信する。一方、子機（キ
ー）Ｋ２は、時刻ｔ２１に自機の認証通信用ＩＤ（キー側ＩＤ１）を携帯電話端末ＴＡ１
に送信する。また、携帯端末装置ＴＡ１は、時刻ｔ２２において、自機の接近検出用ＩＤ
１を携帯端末装置ＴＡ２に送信する。
【０１２０】
　携帯端末装置ＴＡ１は、時刻ｔ２２において、携帯端末装置ＴＡ１からの接近検出用Ｉ
Ｄ１を受信する。また、時刻ｔ２３において、自機の認証通信用ＩＤ（図１６では携帯側
ＩＤ２としている）を子機（キー）Ｋ２に送信する。一方、子機（キー）ｋ２は、時刻ｔ
２４において、自機の認証通信用ＩＤ（キー側ＩＤ２）を携帯電話端末ＴＡ２に送信する
。また、携帯端末装置ＴＡ２は、時刻ｔ２５において、自機の接近検出用ＩＤ２を携帯端
末装置ＴＡ１に送信する。
【０１２１】
　なお、相手の携帯電話のＩＤを受信待受けする代わりに、相手のキーのＩＤを受信待受
けするようにすることも同様にできる。また、相手の携帯電話のＩＤを受信待受けするこ
とに加えて相手のキーのＩＤを受信待受けするようにすることも同様にできる。その場合
、どちらかのＩＤを受信したら、音（または音楽）が鳴動などするようにすることができ
る。
【０１２２】
　（第３の実施形態）
　本実施形態でも、携帯端末装置は、子機とペアリングされている（予め関連付けされて
いる）ことを必須の条件とする。携帯端末装置と子機とは、所定のタイミングで認証用の
通信を行う。一方、携帯端末装置は、接近報知対象である他の携帯端末装置からの識別情
報を、間欠的に所定のタイミングでのみ受信する。この点は、第２の実施形態と同じであ
る。
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【０１２３】
　ただし、本実施形態では、接近検出用の識別情報（ＩＤ）として、子機（キー）Ｋ１，
Ｋ２との間で通信する認証用信号と同じ信号を利用する。すなわち、子機（キー）との間
の認証用信号を、接近検出用ＩＤとして援用するものである。
【０１２４】
　本実施形態の場合でも、接近検出用の識別情報（ＩＤ）の送信タイミングが、自機や相
手の携帯端末装置の子機との認証用通信タイミングと重ならないように調整する必要があ
るが、本実施の形態の場合、接近検出用の識別情報（ＩＤ）の送信タイミングの変更は、
すなわち、子機（キー）との認証通信タイミングの変更となるため、送信タイミングの変
更があったときは、携帯端末装置は、自機が関連付けされている子機に、その送信タイミ
ングの変更を速やかに通知する必要がある。
【０１２５】
　以上の前提の下で、以下、第３の実施形態について説明する。図１７は、第３の実施形
態にかかる接近報知システムの概要を説明するための図である。図１７の基本構成は、図
１１と同じである。すなわち、上述のとおり、携帯端末装置ＴＡ１とＴＡ２は各々、子機
（キー）Ｋ１，Ｋ２とペアリング（関連付け）されており、携帯端末装置ＴＡ１およびＴ
Ａ２と、子機（キー）Ｋ１およびＫ２は各々、通信によって認証信号を送受信し、互いに
認証処理を実行する。この認証処理は間欠的に所定のタイミングで行われる。
【０１２６】
　また、上述のとおり、接近検出用ＩＤ１，ＩＤ２としては、子機（キー）Ｋ１，Ｋ２と
の間で通信される認証用信号と同じものを用いる。この結果、携帯端末装置ＴＡ１，ＴＡ
２を飛び交う信号は、子機との間での認証用信号のみとなり、他の信号がなくなるため、
衝突することなく受信できるタイムスロット数が増え、接近報知対象の機器を増やすこと
が可能となる。
【０１２７】
　図１８は、接近検出用の識別情報を、通信同期を確保しつつ送受信する場合の手順の、
さらに他の例を示すフロー図である。図１８において、携帯端末装置ＴＡ１は、待ち合わ
せモード（接近報知モード）に設定されると（ステップＳ５９）、自機が待ち合わせモー
ドに設定されたことと、自機とキー（子機）との間の認証ＩＤの送受信タイミングを通知
する（ステップＳ６０）。これは、相手に自機の子機との認証通信のタイミングを知らせ
ることによって、相手側の携帯端末装置ＴＡ２にて、接近検出用ＩＤの送信タイミングが
携帯端末装置ＴＡ１における認証通信タイミングと重ならないように調整することを可能
とするためである。
【０１２８】
　携帯端末装置ＴＡ２では、送信されてきた情報を受信し（ステップＳ６１）、待ち合わ
せモードに設定する（ステップＳ６２）。
【０１２９】
　次に、携帯端末装置ＴＡ１と子機（キー）Ｋ１との認証通信タイミングと、携帯端末装
置ＴＡ２と子機（キー）Ｋ２との間の認証通信タイミングとが、重なっていないかを判定
する（ステップＳ６３）。各認証通信タイミングが重なっているということは、本実施形
態の場合（つまり、接近検出用ＩＤが子機との間の認証用ＩＤと同じである場合）には、
接近検出用ＩＤの送信タイミングと、子機との認証通信タイミングも重なっているという
ことを意味する。したがって、この場合には、携帯端末装置ＴＡ２は、子機（キー）Ｋ２
との認証通信タイミングをずらし、かつ、その変更を直ちに子機（キー）Ｋ２に通知する
必要がある。
【０１３０】
　そこで、この場合には、図１９に示す手順が実行される。図１９は、第３の実施形態に
おいて、各携帯端末装置における子機との認証通信タイミング同士が重なっている場合の
処理を示すフロー図である。
【０１３１】
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　図１９では、携帯端末装置ＴＡ２は、子機（キー）Ｋ２との認証通信タイミングをずら
し、その認証通信タイミングの変更を子機（キー）Ｋ２に速やかに通知する（ステップＳ
８０）。携帯端末装置ＴＡ１はその情報を受信し（ステップＳ８１）、そのタイミング変
更通知を受信したことを携帯端末装置ＴＡ２に通知し（ステップＳ８２）、変更したタイ
ミングでの認証動作へ移行する（ステップＳ８５）。携帯端末装置ＴＡ２では、送信タイ
ミングの変更通知を受信した旨の子機からの情報を受信し（ステップＳ８３）、変更した
タイミングでの認証動作へ移行する（ステップＳ８４）。このような処理によって、各携
帯端末装置における子機との認証通信タイミング同士が重なっている場合であっても、そ
のタイミングの重複が解消され、結果的に、接近検出用ＩＤの送信タイミングと子機との
認証用通信タイミングとの重複が解消されることになる。
【０１３２】
　ここで、図１８に戻って説明を続ける。図１８のステップＳ６３において、各携帯端末
装置における子機との認証通信タイミング同士が重なっていないと判断された場合には、
携帯端末装置ＴＡ２は、自機と子機（キー）との間の認証通信のタイミングを通知する（
ステップＳ６４）。携帯端末装置ＴＡ１では、情報を受信し（ステップＳ６５）、先に携
帯端末装置ＴＡ２に通知したタイミングにて、周期的に自機の接近近接用ＩＤ１を送信す
る（ステップＳ６６）。
【０１３３】
　続いて、相手の信号が来ると予想される時間のみ受信窓を開ける（ステップＳ６７）。
受信した信号の受信レベルが所定レベル以上であれば（ステップＳ６８）、受信した信号
が、登録されているＩＤ（ここでは、携帯端末装置ＴＡ２のＩＤ２）と一致するかを判定
し（ステップＳ６９）、そうであれば、受信したＩＤ２用の到着音を鳴動させる（ステッ
プＳ７０）。ｔ秒後に到着音の鳴動を停止し（ステップＳ７１）、待ち合わせモードを解
除する（ステップＳ７２）。
【０１３４】
　一方、携帯端末装置ＴＡ２でも同様の処理を行う。すなわち、携帯端末装置ＴＡ２は、
自機の接近検出用ＩＤ２を周期的に送信する（ステップＳ７３）。続いて、相手の信号が
来ると予想される時間のみ受信窓を開ける（ステップＳ７４）。受信した信号の受信レベ
ルが所定レベル以上であれば（ステップＳ７５）、受信した信号が、登録されているＩＤ
（ここでは、携帯端末装置ＴＡ１のＩＤ１）と一致するかを判定し（ステップＳ７６）、
そうであれば、受信したＩＤ２用の到着音を鳴動させる（ステップＳ７７）。ｔ秒後に到
着音の鳴動を停止し（ステップＳ７８）、待ち合わせモードを解除する（ステップＳ７９
）。
【０１３５】
　次に、本実施形態における、携帯端末装置と子機との間の認証通信について説明する。
図２０（ａ），（ｂ）は、第３の実施形態において、携帯端末装置と子機との間で認証通
信を行う場合の信号の送受信の態様を示す図である。
【０１３６】
　図２０（ａ）では、携帯端末装置ＴＡ１およびＴＡ２同士が離れているため、各携帯端
末装置（ＴＡ１，ＴＡ２）は、各々関連付けされている子機（キー）（Ｋ１，Ｋ２）との
み認証通信を行う。
【０１３７】
　しかし、図２０（ｂ）では、携帯端末装置ＴＡ１およびＴＡ２同士が接近したため、携
帯端末装置（ＴＡ１，ＴＡ２）および子機（キー）（Ｋ１，Ｋ２）の各々は、相手側の機
器の認証用信号も受信できるようになる。つまり、認証用信号が飛び交うことになる。こ
のような状況下では、前掲の実施形態とは異なる態様の、子機との間の認証通信が可能と
なる。考えられる通信態様としては、以下の３態様が考えられる。
（１）携帯端末装置は、自機に関係付けられている子機との間の認証通信と、他の携帯端
末装置との間の接近検出・接近報知と、を行う。
（２）携帯端末装置は、自機に関係付けられている子機との間の認証通信と、他の携帯端
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末装置に関連付けされている子機との間での認証通信の双方を行う。他の子機からの認証
通信を行うことによって、他の携帯端末装置が子機と認証通信をしている現実のタイミン
グを確実に知ることができる。
（３）携帯端末装置は、自機に関係付けられている子機との間の認証通信と、他の携帯端
末装置に関連付けされている子機との間での認証通信の双方を行い、かつ、他の携帯端末
装置との間の接近検出・接近報知を行う。
【０１３８】
　以下、上記の（１）～（３）の各々について、図２１～図２３の各々を参照して説明す
る。図２１は、第３の実施形態において、携帯端末装置同士が接近検出用の識別情報を、
送信側と受信側とで同期を確保しつつ送受信し、かつ、各携帯端末装置が子機（キー）と
同期を確保しつつ認証用通信を行う様子を説明するための図である。
【０１３９】
　図２１では、携帯端末装置ＴＡ１は、時刻ｔ２６において、子機（キー）Ｋ１に向けて
認証用ＩＤ（携帯側ＩＤ１）を送信すると共に、接近検出用のＩＤ（すなわち、認証用Ｉ
Ｄ１である）を携帯端末ＴＡ２に送信する。送信された認証用ＩＤ１は、子機（キー）Ｋ
１および携帯端末装置ＴＡ２により同じタイミングで受信される。
【０１４０】
　時刻ｔ２７では、子機（キー）Ｋ１は、携帯端末装置ＴＡ１に認証用ＩＤ（子機側ＩＤ
１）を送信する。その認証用ＩＤは、携帯端末装置ＴＡ１にて同じタイミングで受信され
る。
【０１４１】
　時刻ｔ２８では、携帯端末装置ＴＡ２は、子機（キー）Ｋ２に向けて認証用ＩＤ（携帯
側ＩＤ２）を送信すると共に、接近検出用のＩＤ（すなわち、認証用ＩＤ２である）を携
帯端末ＴＡ１に送信する。送信された認証用ＩＤ２は、子機（キー）Ｋ２および携帯端末
装置ＴＡ１により同じタイミングで受信される。
【０１４２】
　時刻ｔ２９では、子機（キー）Ｋ２は、携帯端末装置ＴＡ２に認証用ＩＤ（子機側ＩＤ
２）を送信する。その認証用ＩＤは、携帯端末装置ＴＡ２にて同じタイミングで受信され
る。
【０１４３】
　図２２は、第３の実施形態において、自機に関係付けられている子機との間の認証通信
と、他の携帯端末装置に関連付けされている子機との間での認証通信の双方を行う様子を
説明するための図である。
【０１４４】
　図２２において、時刻ｔ３０において、携帯端末装置ＴＡ１は、子機（キー）Ｋ１に認
証用ＩＤ１（携帯側ＩＤ１）を送信する。その認証用ＩＤ１は同じタイミングで子機（キ
ー）Ｋ１にて受信される。
【０１４５】
　時刻ｔ３１において、子機（キー）Ｋ１は、認証用ＩＤ１（キー側ＩＤ１）を送信する
。そのキー側ＩＤ１は、携帯端末装置ＴＡ１および携帯端末装置ＴＡ２にて同時に受信さ
れる。
【０１４６】
　時刻ｔ３２において、携帯端末装置ＴＡ２は、子機（キー）Ｋ２に認証用ＩＤ２（携帯
側ＩＤ２）を送信する。その認証用ＩＤ２は同じタイミングで子機（キー）Ｋ２にて受信
される。
【０１４７】
　時刻ｔ３３において、子機（キー）Ｋ２は、認証用ＩＤ２（キー側ＩＤ２）を送信する
。そのキー側ＩＤ２は、携帯端末装置ＴＡ２および携帯端末装置ＴＡ１にて同時に受信さ
れる。
【０１４８】
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　図２３は、第３の実施形態において、携帯端末装置が自機に関係付けられている子機と
の間の認証通信と、他の携帯端末装置に関連付けされている子機との間での認証通信の双
方を行い、かつ、他の携帯端末装置との間の接近検出・接近報知を行う様子を説明するた
めの図である。
【０１４９】
　図２３に示される動作は、図２１および図２２の動作を合わせたものである。図２３で
は、携帯端末装置ＴＡ１は、時刻ｔ３４において、子機（キー）Ｋ１に向けて認証用ＩＤ
（携帯側ＩＤ１）を送信すると共に、接近検出用のＩＤ（すなわち、認証用ＩＤ１である
）を携帯端末ＴＡ２に送信する。送信された認証用ＩＤ１は、子機（キー）Ｋ１および携
帯端末装置ＴＡ２により同じタイミングで受信される。
【０１５０】
　時刻ｔ３５では、子機（キー）Ｋ１は、認証用ＩＤ（子機側ＩＤ１）を送信する。その
認証用ＩＤは、携帯端末装置ＴＡ１および携帯端末装置ＴＡ２にて同じタイミングで受信
される。
【０１５１】
　時刻ｔ３６では、携帯端末装置ＴＡ２は、子機（キー）Ｋ２に向けて認証用ＩＤ（携帯
側ＩＤ２）を送信すると共に、接近検出用のＩＤ（すなわち、認証用ＩＤ２である）を携
帯端末ＴＡ１に送信する。送信された認証用ＩＤ２は、子機（キー）Ｋ２および携帯端末
装置ＴＡ１により同じタイミングで受信される。
【０１５２】
　時刻ｔ３７では、子機（キー）Ｋ２は、認証用ＩＤ（子機側ＩＤ２）を送信する。その
認証用ＩＤは、携帯端末装置ＴＡ２および携帯端末装置ＴＡ１にて同じタイミングで受信
される。
【０１５３】
　（第４の実施形態）
　図２４は、第４の実施形態にかかる接近報知システムの概要を説明するための図である
。図２４に示される接近報知システムの特徴は、接近検出のための識別情報（ＩＤ）の通
信を優先させ、携帯端末装置の接近報知を行う場合（つまり、接近報知を行うモードが選
択された場合）には、子機との認証用通信を一時的に停止させることである。
【０１５４】
　すなわち、上述のとおり、携帯端末装置と子機との間の認証用通信のタイミングと、接
近検出のための識別情報の通信タイミングとが重複してはならない。そこで、本実施形態
では、接近検出のための識別情報（ＩＤ）の通信を優先させ、携帯端末装置の接近報知を
行う場合（つまり、接近報知を行うモードが選択された場合）には、子機との認証用通信
を一時的に停止させる。このようにすれば、接近検出のための識別情報の通信タイミング
が、相手側の携帯端末装置の子機との認証用通信とのタイミングと重なる心配はまったく
なくなり（認証用通信は停止しているために、このような事態が生じ得ない）、したがっ
て、両者のタイミングを調整するための処理が不要となる。
【０１５５】
　図２５は、第４の実施形態における、携帯端末装置と子機（キー）との通信態様を説明
するための図である。図２４において、時刻ｔ４７以前は、通常モード（接近報知を行わ
ないで子機との認証のみを行うモード）が選択されている。よって、時刻ｔ４７以前は、
各携帯端末装置ＴＡ１，ＴＡ２と、子機（キー）Ｋ１，Ｋ２との間で、認証用通信が行わ
れるだけである。
【０１５６】
　時刻ｔ４８以降では、接近報知モード（接近報知を行うモード）が選択される。これに
よって、時刻ｔ４８以降は、接近検出用のＩＤ（ＩＤ１，ＩＤ２）の送受信のみが実行さ
れるだけであり、子機との間の認証通信は実行されない。
【０１５７】
　図２６は、第４の実施形態における各部の動作手順を示すフロー図である。
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　まず、子機（キー）Ｋ１は認証モードに設定される（ステップＳ９０）。携帯端末装置
ＴＡ１では、自機が待ち合わせモード（接近報知モード）となっているか否かを判定し（
ステップＳ９２）、待ち合わせモード（接近報知モード）でなければ認証モードに復帰す
る（ステップＳ９１）。一方、待ち合わせモード（接近報知モード）に設定されると（ス
テップＳ９１）、携帯端末装置ＴＡ１は、子機（キー）の動作の一時停止を指示する信号
を送信する（ステップＳ９３）。子機（キー）Ｋ１は、これを受信すると（ステップＳ９
４）、受信応答を返信し（ステップＳ９５）、（Ｍ+ｔ－α）秒間の動作停止を実行する
（ステップＳ９６）。
【０１５８】
　一方、携帯端末装置ＴＡ１は、携帯端末装置ＴＡ２に、自機が待ち合わせモードに設定
されたことと、送信タイミング等の通信同期情報を通知する（ステップＳ９８）。その情
報を受信すると（ステップＳ９９）、携帯端末装置ＴＡ２は、待ち合わせモード（接近報
知モード）となり（ステップＳ１００）、ＴＡ１の場合と同様に、子機（キー）Ｋ２の動
作を一時的に停止させるための信号を送信する（ステップＳ１０１。子機（キー）Ｋ１は
、これを受信すると（ステップＳ１０２）、受信応答を返信し（ステップＳ１０３）、（
Ｍ+ｔ－α）秒間の動作停止を実行する（ステップＳ１０４）。
【０１５９】
　一方、携帯端末装置ＴＡ２は、携帯端末装置ＴＡ１に、送信タイミング等の通信同期情
報を通知する（ステップＳ１０６）。ステップＳ１０６において携帯端末装置ＴＡ１に送
信する送信タイミング情報は、ステップＳ９９において携帯端末装置ＴＡ１から受信した
ＩＤ１の送信タイミング情報に基づいて設定した、ＩＤ１とＩＤ２とが衝突しないような
タイミングを示す。そして、携帯端末装置ＴＡ２は、先に携帯端末装置ＴＡ１に通知した
タイミングにて、周期的に自機の接近近接用ＩＤ２を送信する（ステップＳ１０７）。続
いて、相手の信号が来ると予想される時間のみ受信窓を開ける（ステップＳ１０８）。受
信した信号の受信レベルが所定レベル以上であれば（ステップＳ１０９）、受信した信号
が、登録されているＩＤ（ここでは、携帯端末装置ＴＡ１のＩＤ１）と一致するかを判定
し（ステップＳ１１０）、そうであれば、受信したＩＤ１用の到着音を鳴動させる（ステ
ップＳ１１１）。ｔ秒後に到着音の鳴動を停止し（ステップＳ１１２）、待ち合わせモー
ドを解除する（ステップＳ１１３）。
【０１６０】
　そして、サーチモード（子機との認証を行うモード）に移行する（ステップＳ１１４）
。次に、サーチ信号を子機Ｋ２に送信する（ステップＳ１１５）。
【０１６１】
　子機Ｋ２は認証処理を行い、認証が成立すると（ステップＳ１１７）、応答信号を携帯
電話端末ＴＡ１に送信し（ステップＳ１１８）、一方、認証が成立しない場合には、サー
チモードＳ１１６に復帰する（ステップＳ１１６）。
【０１６２】
　携帯端末装置ＴＡ２では、子機Ｋ２からの応答信号を受信すると（ステップＳ１１９）
、認証成立と判断して（ステップＳ１２０）、認証モードに移行する（ステップＳ１２１
）。
【０１６３】
　一方、携帯端末装置ＴＡ１でも、同様の処理が行われる（ステップＳ１２２～Ｓ１３７
）。このようにして、通常モード（サーチモード）と待ち受けモード（接近報知モード）
との選択的な切り換えを、無理なく行うことができる。
【０１６４】
　（第５の実施形態）
　あらかじめ登録してある人のＩＤの場合は、送信タイミング通知（通信同期情報の送受
信）を行わなくても、マニュアルで（操作入力部の操作）によって必要な情報を入力して
、接近報知モード（ＩＤ待受け状態）にすることもできる。その場合は、メモリに記憶し
ておいた設定を用いると効率的である。この場合には、ソフトウエアの処理負担が軽減さ
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れるという効果がある。
【０１６５】
　以上説明したように、本発明の各実施形態によれば、以下の主要な効果を得ることがで
きる。ただし、以下の効果は、同時に得られるとは限らない。
（１）無線通信による機器認証技術を安全面以外の用途に適用でき、これによって、ユー
ザの楽しみを増やしたり、人と人の結びつきを強めたりするような、従来にない斬新な効
果を得ることができる。例えば、待ち合わせ場所に待ち合わせ相手が到着すると、相手の
登場テーマ曲等が自動的に演奏されることによって、場が盛り上がり、デートや飲み会等
の集合時において楽しみが広がる。一方、例えば、自宅に誰かが入ってきた気配がしても
、その人の登場テーマ曲が鳴らなければ、その者は自分の家族ではないと判断できる等、
副次的ではあるが安全面（セキュリティ）面での効果も期待できる。
（２）接近検出のための識別情報の通信を、所定タイミングで間欠的に行うことによって
、受信側および送信側の双方の携帯端末装置の省電力化を図ることができる。また、識別
情報の通信を行うための周波数やチャネルを選択することによって、空き周波数や空きチ
ャネル等を柔軟に活用することができる。
（３）携帯端末装置と子機（安全キー装置等）との認証用通信も実行される場合には、接
近検出用の識別情報の通信タイミングと、子機との間の認証用通信のタイミングとの重複
を避けるようにタイミング調整を行うことによって、双方の通信を問題なく両立させるこ
とができる。また、子機との認証用通信に用いる信号を、そのまま接近検出用の識別情報
とする場合には、識別情報の送信タイミングの変更があったときは、子機にもそのタイミ
ング変更を通知することによって、子機との間の適正な認証用通信を確保可能である。
（４）例えば、携帯端末装置が安全キー装置としての子機を備え、その子機と近距離無線
通信によって認証用通信を行い、子機が所定距離から離れた場合には、携帯端末装置の動
作を制御（制限）することによって、携帯端末装置の置き忘れに起因する無断使用や不正
使用が確実に防止される。また、携帯端末装置が、近距離無線通信を用いて、予め接近報
知対象とした機器の接近検出を行い、例えば、到着歌、到着テーマ曲、到着音等によって
、相手の接近を報知することによって、待ち合わせ場所等に相手が到着したことを知るこ
とができ、かつ、その場を盛り上げることができるというような、従来にない斬新な効果
が得られる。これらの相乗効果によって、近距離無線通信を用いた機器認証技術の普及が
促進されることが期待できる。
（５）従来にない斬新な効果を得ることができる。また、併せて省電力化も達成すること
ができる。
【０１６６】
　なお、本発明は、上記の実施形態に限定されるものではなく、種々、変形可能である。
例えば、音（または音楽）データは、待ち受けする側の携帯端末装置が携帯電話網等を利
用してダウンロードすることができる。また、その代わりに、相手の接近検出用ＩＤを受
信した後に、携帯端末装置ＴＡ１と携帯端末装置ＴＡ２の通信を確立して、相手の携帯端
末装置から音（または音楽）データを送信してもらい、これを待ち受けする側の携帯端末
装置が受信してその音（または音楽）を鳴動させるようにしてもよい。このようにすれば
、相手のＩＤを受信するまで、どんな音が鳴動するか、またはどんな音楽が出力されるの
かが分からないため、意外性があって楽しいという効果がある。
【産業上の利用可能性】
【０１６７】
　本発明は、接近無線通信による機器認証技術を安全面以外の用途に適用できるようにし
て従来にない斬新な効果を得ると共に、併せて省電力化も達成することができるという効
果を奏し、したがって、接近報知機能を有する携帯端末装置（携帯電話端末、ＰＤＡ端末
、持ち運び可能なコンピュータ端末を含む）、および携帯端末システム（携帯端末装置と
、この携帯端末装置にペアリングされた子機とによって構成される携帯型の通信装置）に
用いて有用である。
【符号の説明】
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【０１６８】
　ＴＡ１，ＴＡ２　携帯端末装置
　Ｂ１，Ｂ２　基地局装置
　Ｋ１，Ｋ２　子機（安全キー装置）
　ＳＲ　衛星
　Ｗ１　通信網
　１０　近距離無線通信部
　１１　近距離無線送受信部
　１２　近距離無線制御部
　１３　送信設定部
　１４　ＩＤ記憶部
　１５　受信待受設定記憶部
　２０　ＧＰＳ受信部
　３０　セルラー無線部
　４０　時刻情報取得部
　５０　携帯電話制御部
　６０　報知部
　７０　マイクロフォン
　８０　操作入力部
　９０　電池
　１０１～１０３　接近報知の各種設定

【図１】 【図２】
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